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2020 年 10～2021 年 3 月の主な論文・記事 

 

 

１．執筆・インタビュー記事  

 

（１）『上山信一の続・自治体改革の突破口』「日経 BP ガバメントテクノロジー」連載 

・“大阪都構想”：大阪は、なぜ 2 回目の住民投票に挑戦するのか？（10 月 12 日） 

   ・10 年を経た「大阪都構想」運動を総括する（上）（11 月 10 日） 

   ・10 年を経た「大阪都構想」運動を総括する（下）（12 月 10 日） 

   ・都市の DX ってなんだろう―シェアリング＆サブスクを手掛かりに考える（1 月 12 日） 

   ・行政改革に外部人材としてどう関わるべきか（2 月 10 日） 

   ・データを使い、データに使われる未来（3 月 10 日） 

 

（２）Yahoo ニュース 

・アフターコロナの集客は神社の参道に学べ（10 月 12 日） 

・大阪都構想：大阪はなぜ 2 回目の住民投票に挑戦するのか？（10 月 15 日） 

・大阪の住民投票は都市戦略のための TOB（10 月 30 日） 

・ランニングのように読書を習慣化する―読書を習慣化する(1）（11 月 30 日） 

・年末年始は古典を読もう―読書を習慣化する（2）（12 月 27 日） 

・SONY デジタルペーパーとＡ４用紙８つ折りの読書メモがいい―読書を習慣化する（3） 

（12 月 28 日） 

・行政 DX の鍵は現場公務員が効用を感じること （12 月 28 日） 

・行政 DX はアジャイル開発と年度主義のせめぎあい（12 月 29 日） 

・大阪都構想 3 度目の住民投票はあるのか？（12 月 31 日） 

・大阪「大阪都構想 2.0」を考える（その２ 今更の問題提起）（1 月 1 日） 

・コロナ入院拒否の罰則は逆効果かもしれず日本を中国みたいな上有政策下有政策社会に 

変えかねない（1 月 20 日） 

・読書体験はどんどん人に語るといい―読書を習慣化する（4）（2 月 28 日） 

・「貨幣信仰」から「データ信仰」へ：静かに進む脳内支配の主役の交代（3 月 31 日） 

 



 

（３）インタビュー記事 

・「府に権限集め利益を」（10 月 14 日、毎日新聞） 

・実際どうなん？大阪都構想（上）（10 月 28 日、スポーツニッポン） 

・実際どうなん？大阪都構想（下）（10 月 31 日、スポーツニッポン） 

・府市統合は競争戦略（11 月 21 日、読売新聞） 

 

 

２．講演録  

  ・ビヨンドコロナ時代の博物館の役割（2021年 3月、博物館研究） 

 

 

３．その他記事（コメント引用等）  

・なお残る自治体間の壁（10月 27日、都政新報） 

・連載大阪は燃えているか 商都政治の興亡と攻防 15（New Leader 2020年 11月号） 

・大阪都構想の頓挫（11月 6日、都政新報） 

・交遊抄（2月 2日、日経新聞） 

 

 

４．名前の引用等  

・芸術監督選考へ（10月 21日、中日新聞） 

・国交省政策レビュー（11月 13日、不動産ニュース） 

・事業の統括担当に４氏 スーパーシティフォーラム（2月 9日、大阪日日新聞） 

・スーパーシティフォーラム/うめきた、万博、夢洲を連動/大阪府・市 

（2月 10日、建設通信新聞） 

・スターフライヤー増資承認（3月 4日、Yahoo） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ .  執筆・インタビュー記事  
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（１）『上山信一の続・自治体改革の突破口』 

日経 BPガバメントテクノロジー連載 
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日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2020-10-12 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第218回 “大阪都構想”：大阪は、なぜ 2回目の住民投票に挑戦するのか？ 

 

 来る 11月1日、大阪市で住民投票が行われる。政令指定都市である大阪市を廃止し

東京 23区のような特別区 4つに再編し大阪府の権限を強化する、いわゆる“大阪都構

想”（以下「都構想」）の是非を市民に問う投票である。 

 

 都構想は5年前の2015年5月17日に住民投票が行われ、その時は僅差（約1万票、

比率で 1％の差）で否決された。今回は 2度目の挑戦だ。なぜ 2度目をやるのか、地元

出身かつ、これまで維新改革に関わってきた立場から解説したい。 

 

（1）前回とは異なる新たな「大阪4区」案に進化 

 

 メディアは盛んに「2 回目の挑戦」と言う。だが、今回の住民投票にかかる都構想の内

容は、前回より進化している。前回は大阪市を5特別区に再編する案だったが、今回は

4 区に分ける案になっている。また敬老パスの維持を約束し、虐待対策の児童相談所

を各区に置くなど、住民向けサービスが前回案より充実した。これは今回の案作りで公

明党の意見を取り入れた成果だ。また特別区の庁舎設置コストも 359 億円と大幅に削

減された。 

 

（2）公明党も賛成し府議会・市議会で議決支持 

 

 前回の住民投票では公明党は賛成の態度を示していなかった。しかし今回は一緒に

案を作り明確に賛成している。維新と公明の共同の街頭演説も 10月4日に実施ずみ。

この変化は大きい。 

 

 中央では自民と公明が連立政権を担う。だが大阪では維新と公明が連携して住民投

票を進める。そして自民党も、実は大阪市議会の自民党は一貫して反対だが、大阪府

議会の自民党には賛成の議員が多数いて一時は大阪府連として賛成していた。最終

的に自民党全体としては反対とされたが、本気で反対している府議会議員は少数だ。

加えて菅総理は大阪の二重行政の弊害を長年、指摘されてきた。 

 

 こうした事実を重ねると、今回の都構想案は府議会、市議会で議決支持されたうえに、
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国政与党の公明が賛成し自民にも賛成派がおり、加えて総理の支持を得て住民投票に

かけられるわけだ。 

 

（3）大阪市民の投票で最終決定 

 

 ところで、そもそもなぜ住民投票が必要なのか。市町村合併の場合は地元の議会で

議決すれば、必ずしも住民投票を行う必要はない。しかし今回の場合は大阪市役所が

政令指定都市制度から離脱し、さらに市を廃止するという全国初の変更だ。そこで様々

な議論を経て、最終的に法律で大阪市民による住民投票を行う制度とされた（「大都市

地域における特別区の設置に関する法律」）。 

 

 だから都構想は、すでに大阪府民の代表である府議会議員と大阪市民の代表である

大阪市会議員の両議員が多数賛成している案、さらには総務省において適法であるこ

とを確認した案、つまりプロの目から見て太鼓判が押された制度であることを前提とし

て、当事者である大阪市民の考えで最終的に決定するという、民主制の理念を最大限

に尊重したプロセスで進められているのだ。 

 

（4）バーチャル大阪都の 9年間の実績 

 

 都構想が必要とされる最大の理由は、言うまでもなく大阪市と大阪府の二重行政の排

除である。これについては実は 11 年の“ダブル選挙”で橋下徹氏と松井一郎氏がそれ

ぞれ大阪市長と大阪府知事に就任してツートップ体制の下での「バーチャル大阪都」を

実現、その下で府と市が合同で府市統合本部を設けて共同で大阪全体の改革を進め

てきた。 

 

 橋下氏が退任した 15年秋以降も、吉村市長と松井知事が「バーチャル大阪都」を引き

継ぎ、万博の誘致や地下鉄なにわ筋線（関西空港へのアクセス鉄道）の建設、長年止

まっていた阪神高速淀川左岸線の建設などのインフラ建設や経済活性化策に取り組ん

できた。さらに府立大学と市立大学の統合や独立行政法人の公衆衛生研究所（府）と環

境科学研究所（市）の統合など、外局や独立行政法人の統合が進んだ。また今回のコ

ロナ対策でも府市が共同設置する健康基盤安全研究所が威力を発揮した。こうした「バ

ーチャル大阪都」の実績の積み上げが今回の 2度目の挑戦の背景にある。 

 

 ちなみに前回15年の住民投票の頃は、橋下徹氏が知事になって約7年、市長になっ

てからはまだ 3年強しかたっていなかった。地下鉄トイレがきれいになるなどの実績は

目に見えていたが、府と市の二重行政の解消については目に見える成果が十分には

示せていなかった。 

 

 今回はそれから5年たち、住民が「バーチャル大阪都」の実績を実感できるところまで

来ている。しかも二重行政の解消だけではない。一連の維新改革では地下鉄・バスの

民営化、関西国際空港の再生、教育改革、西成区の活性化策、インバウンド誘致など

に取り組み、実際に大阪の街が安全に、きれいになり、活性化している。こうした改革
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の果実をもとに「維新は都構想にもう一度挑戦すべきだ」という市民の声は大きい。 

 

 振り返ってみると大阪維新の会ができて、はや 10年。今では府下の約 3分の 1の市

町村長が維新の会に所属し、大阪府市と連携した維新改革を進めている。加えて「バー

チャル大阪都」の実績が積みあがる。これらを背景に維新は府議会、市議会はもとより、

各市町村の議会選挙でも議席を伸ばす。19 年 4 月の統一地方選挙で松井知事と吉村

市長が入れ替わるクロス選でも大勝した。 

 

 維新はこの 10年、国政、地方を問わず、ずっと都構想の実現を訴え続けてきた。した

がってこの 9年間続けてきた「バーチャル大阪都」をリアルな制度にするための挑戦を

続けるのは忠実な民意の反映といえるだろう。 

 

（5）依然、残る二重行政の弊害 

 

 一方で「バーチャル大阪都」の限界も見えてきた。例えば大阪全体の事を考えると、

水道も消防も東京のように府に一本化して広域でスケールメリットを追求した方がいい。

しかし大阪市議会は「周辺市町村のことには関知しない。自分たちは現状で困っていな

い」と主張する。周辺市が困窮して大阪全体が衰退すれば大阪市も結局は困るのだが、

制度上、確かに大阪市は大阪市の市域外のことには口出しできない。 

 

 いくらトップ二人が足並みをそろえても、大阪市と大阪府はあくまで別の自治体である。

仮に大阪市議会で大阪維新の会が過半数を得たとしても、大阪市が権限を超えて、あ

るいは放棄して大阪全体の利益を最大化し、そのことで大阪市も繁栄するという広域戦

略は描けない。 

 

 東京の場合は、都庁に都市計画などの広域行政の権限を集約し、東京全体の都市戦

略を描き、そのもとで 23 特別区が住民サービスを担当する。それに比べるとまさに重

複や無駄が多く、全体としてはいかにも不合理だ。加えて市街地やオフィス街は今や大

阪市域を超えて周辺に広がっている。ここで府と市の権限の整理をきっちりやらなけれ

ば、大阪の経済再生も住民サービスの充実も難しい。こうした権限の整理は、やはり自

治体の制度の見直しを経てやっと実現する。 

 

（6）一度否決されたのになぜ？ 

 

 都構想反対派がよく言うのは、「5 年前に反対という民意が下された。再挑戦は不要」

というものだ。しかし上述のように今回の大阪 4 区案は、前回とは異なる進化版だ。公

明党も参加して見直しがなされ、府議会と市議会で再び可決された。また大阪維新の

会は都構想への再挑戦を掲げ、15 年秋以降の首長選、議員選挙、さらに国政選挙でも

勝ち続けてきている。 こうした事実を前に大阪維新の会が 2度目の住民投票をするの

は当然と言えるし、再び民意を問うというのは政治家としての誠実な態度と言えるので

はないか。 
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 以上述べてきたとおり、都構想への挑戦は突然の出来事ではないし、過去の蒸し返し

やリベンジでもない。10 年かけて実績を積み上げてきた大阪の維新改革の流れから、

いわば必然として出てくる事象である。その意味では、11月1日は二度目の挑戦という

よりも、10 年目の総決算というべきだろう。だからこの結果次第で、ついに大阪の未来

は決まる。これまでの改革を続けるか、それを消し去って過去の姿に戻るか、市民の

決断が問われている。 

 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2020-11-10 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第219回 10年を経た「大阪都構想」運動を総括する（上） 

 

 11 月 1 日、大阪都構想が住民投票によって否決された。だが「大阪維新の会（以下

「維新」）」への支持率は 70％近くと高く、維新の政治は支持するが大阪市役所の廃止

には反対という複雑な住民の心理が明らかになった。 

 

 筆者は大阪都構想の基本設計を行った一人である。10年の歳月と二度の住民投票を

経ても成立させることができなかった責任の一端を担う立場にあり、賛成派の皆様には

合わす顔もない。だが都構想で解決しようとした大阪の課題は残ったままだ。それも念

頭に置き、まずは総括と反省をしたい。 

 

【1】維新の理想（都構想）が維新の 10年の実績（二重行政の解消）に負けた 

 

 2010年に大阪都構想を看板政策に掲げ「大阪維新の会」は発足した。さらに都構想の

実現を大義として国政に進出し、国に「大都市地域における特別区の設置に関する法

律（大都市法）」の制定を迫った。12 年に新法が成立すると、あとはひたすら地元で大

阪市役所の廃止と特別区の設置を求める統治機構の改革に挑んできた。 

 

 その一方で、現行制度の下で少しでも二重行政を解消すべく、維新の知事と市長がそ

ろって選挙に出て、何事も連携して取り組んできた。同時に地下鉄民営化など大阪市役

所の行政改革にも取り組み財政も好転させた。つまり維新は都構想なしでこの 10 年、

目覚ましい実績をあげてきた（あるいは「それができてしまった」というべきかもしれな

い）。 

 

 二重行政の打破についても「バーチャル大阪都」と呼ばれる仕組みを稼働させ、事実

上の解消を図った。第 1 には知事と市長の話し合いによる政策協議である。過去に難

航してきた淀川左岸線の阪神高速道路の工事着工が決まり、関西空港へのアクセス鉄

道であるなにわ筋線の建設も決めた。 

 

 第 2 に府と市がそれぞれ外部に持っている出資法人や独立行政法人などを統合して

きた。例えば府市がそれぞれもっていた信用保証協会、府立と市立の大学、公衆衛生

研究所と環境科学研究所などを統合した。第 3 には副首都推進本部の設立である。こ
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れは大阪府と大阪市が共同設置する行政機関であり、職員は両方から出し合い、かつ

兼務だ。ここでは筆者（特別顧問）も参加して水道や消防などの広域化の方策や各分野

の府市の政策のすり合わせ、副首都ビジョンの策定などを行ってきた。 

 

 こうした努力を経てこの 10年のうちに二重行政が少しずつ解消され、そこにインバウ

ンド増加や万博誘致の成功などが重なり、各種指標は明らかに好転した。そして維新

は毎回の選挙で高い得票を得てきた。一方、この間に住民の間では将来に向けての危

機感が薄れ、いわば外科手術のような都構想による抜本改革への共感が薄れていっ

た。 

 

 もちろん維新は「今は知事と市長の人間関係で府市が協調できている。二人がいなく

なればまた昔の府市対立に戻る」と説いた。だが高齢者や南部地域を中心に、「『バー

チャル大阪都』によって課題はどんどん解決されていく。それなら今のままでいいだろ

う」と考える層が多く、反対票を投じた模様だ。 

 

【2】都市の将来戦略ではなく市役所廃止のための投票になってしまいワクワクしなかっ

た 

 

 選挙ではふつうは将来ビジョンを掲げた候補者が笑顔とともに立候補し、その人物に

一票を投じる。ところが今回の投票では人物ではなく自治制度に対して賛否を問うた。

しかも大阪の将来像や政策ではなく、というかそれを抜きにして大阪市役所の廃止と特

別区の設置の是非だけを住民に問うもの、つまり「本当に廃止してもいいですか」と問う

ものだった。 

 

○府市の統合だから本来は府民全体に聞いてもよかった 

 

 「都構想」なのだから本来は、（1）大阪府を大阪都にしてよいか、（2）その場合、24 区

を再編して４つの特別区に分割するがよいか、（3）その結果、大阪市役所は廃止してい

いか、を問うべきだった。しかも大阪府民全員にその是非を問うべきだった。 

 

 しかし今回の住民投票は、あくまで大阪市役所のあり方を市民だけに聞くものになっ

た。住民投票の根拠になった大都市法の建て付けがそうだからである。市町村の合併

なら当事者の両議会の議決だけで済む。大都市法は府市の両議会の議決を求めた上

で、大阪市民だけに住民投票を求める。これは奇妙だ。なぜなら大阪市役所が担って

いた市内の広域行政を大阪府が担当する（引き継ぐ）ことを歓迎しない府民もいるはず

で妥当といえるか疑問だ。 

 

○本来は地方自治法を改正すべき 

 

 さらに深く考えると、そもそも都構想のような制度変更は自治体が勝手に決めるべき

だ。つまり本来は大都市法を作るよりも、地方自治法を改正して、自治体が条例で都道

府県と市町村の役割分担や権限を自由に見直せるようにすべきだ。 
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 本来は 2012 年に地方自治法そのものを改正し、都道府県内の自治制度もその変更

の手続きも国は一切関与しないことに改めるべきだった。もちろん移行の手続きも自治

体が条例で決めればよく、住民投票をするかしないかも府議会、市議会で審議して決

めればよい。さらに投票運動やデマの規制についても条例で決めればよかった。そう

しておけば当日のビラ配りや投票所の前での勧誘など、通常の選挙ではありえない混

乱やデマの氾濫も防げたのではないだろうか。      （続く） 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2020-12-10 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第220回 10年を経た「大阪都構想」運動を総括する（下） 

 

 前回に引き続き、11月1日に行われた大阪の住民投票の総括と反省を行う。 

 

【3】制度改革をするかしないかだけを迫ったため、現状維持バイアスに阻まれた 

 

 マスコミ各社による事前調査では、賛成が反対をやや上回っていた。だが投票日が

近づくにつれ、反対票が漸増した。いわゆる「現状維持バイアス」という心理も大きく作

用したと思われる。 

 

 人間は、転職や離婚、契約取り消しなどの直前になると、どうしても迷う。新しいことに

挑むのは不安だ。それよりも現状のままのほうがいいかもしれないと逡巡し、思いとど

まりがちだ。都構想の場合も、「大阪市役所がなくなってもいいのだろうか」「大阪はだ

んだん良くなっているからこのままでもなんとかなるかもしれない」といった心理が作

用した。 

 

 女性と高齢者を中心に反対が多かったのは、とりわけこの現状維持バイアスで説明

がつくだろう。住民投票では普段、地方自治制度になじみのない方々に、いきなり「現

状維持か大阪市役所廃止か」を問うた。今の市役所のあり方に義憤を覚えている人は

別として、多くの方々が「ホントに廃止してもいいかしら」とひるんだのは想像に難くない

（さらに他地域の政治家に意見を聴くと「それでも半数近くの方が賛成された」という点

をとらえ「維新は驚異的な浸透ぶりを達成していた」と高く評価する意見もあった）。 

 

 現状維持に傾く要因はほかにもある。例えば住民投票を行い、その結果も踏まえて

議会が議決をするという仕組みならば結果は違っただろう。今回は府議会と市議会でさ

んざん検討され磨き上げたうえで議決された最終案を住民に提示した。いわば「本当に

大阪市役所を廃止してもいいですか。みなさんがノーと言わないと大阪市はなくなりま

すよ。いいですか」というダメ押しの聞き方だった。こうやって迫られると、悩む市民は

多かったのではないか。 

 

【4】大都市法の住民投票の規程は住民の参画を促すようでいて、住民に過酷な選択を

迫る不親切な設定になっている 
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 民主主義は最終的には多数決である。大都市法もそれを前提に住民投票を求める。

その意味では、所詮は住民にはイエスかノーかを迫るしかなかった。だが、住民の側

からすると、普段は地方自治についてほとんど考える機会がない。にもかかわらず今

回は住民投票でいきなり難しい自治制度について究極の選択を迫った。急に迫られ判

断できない人、不安に駆られる人が続出した。 

 

 その意味では大都市法は実は民主主義的ではない。本来は「熟議」のようなプロセス

を踏み、住民集会で「今のままでいいですか」「制度を変えるとしたらこういう選択肢が

ありえます」「それぞれのメリット、デメリットはこうです」といった討議を重ね、そのうえ

で住民代表を選び、彼らも交えて議会で公開討議をし、そこで決を採るといったやり方

があったのではないか（裁判員制度のように）。 

 

 その過程では、もしかしたら「大阪市役所を残したまま 8 区に再編して権限を渡す総

合区制度」などの複数の選択肢を示した投票をする余地もあったのではないか。ところ

が先述のとおり、大都市法は議会で議決した案の賛否を住民に聞くように義務付ける。

この手続きは合理的なようでいて、住民には全く優しくない。いかにも冷たい官僚主義、

手続き優先である。そもそも民意の問い方、制度案の内容、合意形成の仕方は各自治

体の実態に合わせ、各地で自由に決めるべきであり、国が法律で細かく規定すべきで

はないと思う。 

 

【5】大阪府と大阪市の統合だから本来は府民全体の住民投票にすべき 

 

 二重行政、二元行政を打破するための「都構想」なのだから、本来は大阪府民全員に

その是非を問うべきだった。しかし今回の住民投票は、あくまで大阪市役所のあり方だ

けを市民だけに聞くものになった。住民投票の根拠になった大都市法の建て付けがそ

うだからである。 

 

 しかし大都市法は府市の両議会の議決を求める。廃止される政令市の市民、つまり

大阪市民だけに住民投票を求めるのは奇妙だ。市だけというなら、なぜ府議会の議決

を求めるのか。そもそも大阪市役所が担っていた市内の広域行政を大阪府が担当する

（引き継ぐ）ようになるのだから、受け入れる側の大阪府民の意思も確認すべきだ。大

阪市役所の機能を受け入れたくない府民もいたはずだ。少なくとも大阪市民に問うなら

ば、府民にも問うべきだろう（現実的に投票数が多すぎるので事務が大変という問題は

さておき）。 

 

【6】そもそも住民投票は必要だったのか 

 

 住民にとって住民投票がずいぶん難しく、また過酷な判断を求めるものだったことは

すでに述べた。さらに注目すべき事実は、市町村の廃止は各地の市町村合併で起きて

おり、それは議会の議決のみで決められるということだ。ならばなぜ、法律で政令市を

廃止する場合のみ住民投票を義務づけるのか。 
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 過疎地の市町村合併は、国・総務省が主導してきた。だが大阪都構想は、国ではなく

自治体側から出てきた案である。もしかしたら国・総務省は自らが言い出した市町村合

併については住民意思を直接的には問わずに進められることを狙った一方で自分たち

が言い出したわけではない政令市の廃止については、住民にノーと言う機会を与えて

もよいと考えたのではないか（推測でしかないが）。 

 

【7】スピーディな合意形成を促す法律にすべきだった 

 

 都構想は提唱（2010年）から 5年かかって一度目の住民投票にかけられた。そこで否

決され、そこからさらに 5年かかって再び住民投票にかけられた。しかも仮に今回可決

されていたとしても移行は 2025年である。合意形成に数年かかるのは分かるが、あま

りにも時間がかかりすぎる。 

 

 法律で議会や住民の合意形成を求めるのならば、期限を定めるべきだろう。大都市を

取り巻く環境はどんどん変わる。だからこそ制度を変える必要がある。ところが今の大

都市法の規程にはスピードという概念が全くない。経営視点に乏しく形式主義的な法律

と言わざるを得ない。 

 

【8】官官規制（自治法）を見直し、各地域の自主性に任せるべき 

 

 さらに深く考えると、そもそも都構想のような制度変更は、自治体が自由にやってよい

のではないか。つまり本来は大都市法を作るよりも、地方自治法を改正して、自治体が

条例で都道府県と市町村の役割分担や権限を自由に見直せるようにすべきだ。 

 

 本来は 2012 年に地方自治法そのものを改正し、都道府県内の自治制度もその変更

の手続きも、国は一切関与しないことに改めるべきだった。もちろん移行の手続きも自

治体が条例で決めればよく、住民投票をするかしないかも府議会、市議会で審議して

決めればよい。さらに投票運動やデマの規制についても条例で決めればよかった。そ

うしておけば当日のビラ配りや投票所の前での勧誘など、通常の選挙ではありえない

混乱やデマの氾濫も防げたのではないだろうか。 

 

  以上、前号と合わせ、8 つの総括ポイントに沿って振り返った。まだまだ論点はある

がとりあえずのまとめとしたい。 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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日経BPガバメントテクノロジー・メール  

2021-1-12 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第221回 都市のDXってなんだろう――シェアリング＆サブスクを手掛かりに考える 

 

 21 世紀になって 20 年が過ぎたが、この間に我々の生活は激変した。電話は携帯が

標準になり、買い物、飛行機の予約、株式投資までスマートフォン（スマホ）でできる。

SF に出てきたテレビ電話が実現し、在宅で世界中の人と会議ができる。要はインター

ネットが世界を変えた。 

 

 なかでも最大の転機は 2008年の iPhone（アイフォーン）の登場だろう。とっつきにくい

PC に代わって、スマホが大衆を一気にインターネットに近づけた。さて次の 20 年はど

うなるのだろう。 

 

●DXの中身はまだまだ未知 

 

 次は DX（デジタルトランスフォーメーション）だと盛んにいわれる。確かに今後は IoT

（インターネット・オブ・シングズ）で物同士がデータを介して対話し、そこから生まれる

膨大なデータを AI（人工知能）が食べて、人には見えない法則性を抽出してくれる。だ

から、DXをしないと乗り遅れる、企業だけでなく個人にも地域にも必要だといわれる。 

 

 だが、こうした DX の説明は、まだこれから起きることの説明になっていない。新たな

技術インフラが何かを生み出すだろうという憶測の名前がDXなのだ。それは確実に来

るのだが、DXの“X”とは実は多くの企業や個人にとっては、まだトランスフォーメーショ

ンではない。今はまだ、未知という意味での“X”でしかない。 

 

 過去20年を振り返ると、インターネットだけでは IT社会はここまでブレークしなかった。

真にイノベーティブなものはスマホ、つまり個人がネットを使っていつでもどこでもコン

ピュータの演算機能にアクセスできる仕組み、すなわちアプリをはじめとする新たなユ

ーザーインターフェースだった。 

 

●サブスク＆シェアリングによるモノのサービス化に着目 

 

 こういう話をすると、スマホの次は腕時計か、メガネか、あるいは自動運転車か、どう

いうデバイスがスマホに代わるのかという議論になりがちだ。だが、私は次の 20 年の

変化の核になるのは、新たなデバイスではなく、新たなサービス、特に「シェアリング」

と「サブスクリプション（サブスク）」ではないかと考える。 
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 サブスクは単なる“月額課金制度”ではない。モノの所有をサービスの利用に変えて

しまう。そしてシェアリングを伴う場合、ビジネス/サービスの姿を飛躍的に変える。 

 

 シェアサイクル（シェアバイク）の例がわかりやすい。これまで我々は、自転車は自分

で買って所有し、駅前の駐輪場や路上に停め、また家に持ち帰っていた。だから稼働

率は低く、パンク修理や買い替えが面倒だった。 

 

 それがシェアサイクルになると、スマホで近所のステーションを探し、空いているとこ

ろで借りて目的地の近所で返すようになる。今は使った時間分だけ料金を払う形態が

多いが、日額や月額課金を選べば、家に乗って帰って独占使用できるうえに、修理、メ

ンテナンスなどの手間もなくなる。問題が起きたら代車に替えてもらえばいい。サブス

クで買うのはサービスであって自転車ではないからだ。 

 

●所有から利用へ、独占からシェアへ 

 

 このようにサブスク＆シェアリングによって、耐久消費財（モノ）と人間の関係が「所有

から利用へ」、あるいは「独占からシェアへ」変化する。もちろんサブスク＆シェアリング

はウィークリーマンションなど単価の高いものについては以前からあった。しかし今後

は自転車など単価の安いものでも成り立つだろう。安いものは、従来は貸し手と借り手

のマッチングに手間がかかりビジネスになりにくかった。しかしネットの高速化と低価格

化で成り立ちやすくなる。 

 

 車も同じで車検や修理などが面倒だ。リースでも保険料は別途自分で支払う必要が

あり面倒だ。これが全部パッケージ化され、月額定額制で乗り放題になってくるだろう。

決定的な変化は自動運転の相乗りオンデマンド・シェアカーが登場する 2025 年ごろに

起きるだろう。都心に限るが月額定額制のサブスク会員になってマイカーを手放す人

が出てくるだろう。 

 

●サブスク＆シェアリングの公共性 

 

 サブスク＆シェアリングは消費者への利便性だけでなく事業者にも安定収益をもたら

す。そしてビジネスモデルの大転換やエコシステムの進化も起きるだろう。 

 

 自動車の例でいうと、第１に自己所有の車が減り、シェアカーが増え、全体としての稼

働率が高くなるだろう。今までマイカーの実稼働率は１割程度だったがシェアカーが基

本となると必然的に大きく上がる。 

 

 第2にメーカー中心だった自動車産業の主役がシェアカー事業者を軸に再編されるだ

ろう。事業者は電力や通信、水道事業者のような存在となり、多数の安定顧客から低額

だが毎月安定した収入を得る。しかもこのビジネスは地域内でいったん構築してしまう

と競合に浸食されにくい。 

 

●シェア＆サブスクビジネスの公共性 
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 シェアカー事業が普及すると、いままで行政が担っていた検査や強制保険、公共駐車

場の整備などの負担も減っていく。これらは、従来は一般消費者向けサービスだった。

だから行政が担ってきた。それが今後は消費者（カーオーナー）に代わって、限られた

数の事業者がプレーヤーとなる。すると行政は鉄道事業のように車両の検査などは事

業者に義務付け、報告させるだけでよしとするようになるだろう。 

 

 いずれは大手事業者は行政に代わって個人が所有する自動車の検査まで代行する

かもしれない。あるいは域内の公営駐車場をすべてシェア事業者がいったん借り受け、

それを一般に再貸し出しする形態も考えられる。さらにシェアカーの利用が進むと駐車

や貸し出しステーションが増える。やがて集客拠点としてバスターミナルや駅前のよう

になり、ひいては街が生まれるかもしれない。 

 

●都市OSへの発展性 

 

 ビジネス関係者の間では MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）が関心を集める。人

は誰しも移動をするから時刻表アプリや交通決済は使用頻度が極めて高い。スマホの

中でいつも使うアプリが一本化されていくと、そのアプリが「スーパーアプリ」となり、顧

客との接点を全部押さえてしまうと注目されている。 

 

 さらに将来、自動運転が普及し、ラストマイル（家から最寄りの駅やバス停まで）でシ

ェアカーやシェアサイクルが使われるようになると、MaaS アプリがスマホの核となる可

能性がある。また個人の買い物や移動の行動履歴がスーパーアプリにたまり、いわゆ

るデータビジネスの材料にできる。 

 

 通信事業者や自治体関係者はこれを基に「都市 OS」を作ろうと考える。だが人はひと

つの都市の中だけで生活しない。例えば京都に住んで大阪の学校に通い、神戸で遊

ぶ。こうした行動履歴を押さえられるのは、住民票所在地の自治体よりも、シェアカー

や鉄道の事業者か通信事業者だろう。そういう意味では都市が都市 OS の構築を考え

る上では、シェアカー、鉄道、通信事業、そして近隣自治体との連携が欠かせなくなる。 

 

●都市DXの意味を見つめる 

 

 最近、いわゆる都市 OS の構築や行政サービスのオンライン化が注目を集めている

が、それが都市DXかどうかは疑わしい。都市住民や企業の目線からすると、単に仕事

や生活が便利になればそれでいい。サービスが進化さえすれば先端技術である必要

はないし、ビッグデータ、AI、自動運転、ドローンも必須ではない。車や自転車での移動、

教育、医療など都市のサービスがもっと便利で安くなればそれでいい。 

 

 都市OSは手段であり、目的ではない。そういう意味では都市のDXを考える上で住民

や企業の行動様式を大きく変えるきっかけとなりそうなサブスク＆シェアサービスに注

目してみてもよいのではないか。 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2021-02-10 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第222回 行政改革に外部人材としてどう関わるべきか 

     ――各種委員、顧問、アドバイザーの心得（その 1） 

 

 年度末が近づくせいか、最近、知人から各種の政府委員になるべきか否かの相談を

よく受ける。背景には企業が社外取締役を増やしており、その影響を受けて公的機関

の委員などの“有識者”候補が払底していることがある。知人いわく、「知事に顧問を頼

まれたが低報酬でマスコミに追いかけられるのは嫌だ」「○○省のｘｘ委員だが会議に

出るだけで退屈」といった声である。 

 

 企業の取締役会も役所の各種会議も、中身は千差万別だ。形式的でつまらない場合

もあれば、知的刺激を得られる場合もある。要はやり方次第だ。だが役所の場合、委員

になってから状況を変えるのは難しい。「なり方」が大切だ。そこで今回は外部人材が

行政改革にどう関わるべきか、私の経験に基づく教訓を紹介する。 

 

●外部から関わる際の位置づけ 

 

 外部の人間が公的機関の活動に関わる場合、肩書としては委員、顧問、アドバイザ

ー等が多く、非常勤がほとんどだ。「委員」は主に会議体で意見を述べ、あるいは何か

を審査する。「顧問」は首長への助言。「アドバイザー」は必要な時に事務方の質問に答

え、調査や政策立案の助言をすることが多い。 

 

 なぜ外部の第三者が必要か。第1には専門知識（弁護士、会計士、IT企業経営者、経

営コンサルタント、各種学者・研究者等）。第 2には中立性、そして市民感覚。第 3には

権威付け（お墨付きを与える）、あるいは議会とマスコミへの対策だろう。 

 

 だが行政は公平無私を旨とする。外部人材が政策形成や変更に関わるには、規則に

定めた根拠が必要だ。つまり「こういう条件を満たした人の中からこの人を選んだ」とい

う理由のもと、明確な役割、官職、権限と責任等を明確にする。そして首長、あるいは部

長等が任命する（場合によって公式、非公式に議会の同意も得る）。 

 

 報酬は極めて安い。終日会議に参加しても数千円から最大 5 万円程度（交通費は別

途）。しかも職員と一緒に作業をした時間分だけの時間給が支払われる。自宅で資料を

作成しても対価は支払われない。だから行政機関の外部委員を引き受けると、企業の
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非常勤役員などで得られたはずの報酬をあきらめ、社会貢献活動として時間を使うこと

になる。要するに、低報酬どころか実質は持ち出しが多く、負担の重いボランティアで

ある。 

 

 それでいて、改革に反対する議員などから「高報酬」などとの指摘を受けたりすること

もある。だから地元の企業経営者だと、あらかじめ報酬を辞退される場合もある。 

 

 ちなみに、アドバイザーや顧問になるような有識者なら、受託事業者になって調査や

事務局の仕事を請け負うと数百万円の報酬を得られるだろう。だが、コンペに参加しな

ければならないし、役所の意向に反した自由な意見は出しにくい。また政治判断に近接

する重要事項は依頼されない。だから本当の改革を手伝うためには、首長が任命する

外部委員になるしかない。となると本業へのしわ寄せ（時間と収入獲得の機会ロス）を

覚悟しなければならなくなる。冒頭で紹介した通り、知人たちが二の足を踏むのも当然

だろう。 

 

●本格的な改革に関わる条件 

 

 外部人材が、行政改革や民営化などの大きな改革に関わり、成功に導くためにはどう

いう条件が必要か。委員になってから頑張る、実力を発揮するのでは遅すぎる。委員

になる前に、組織内での位置づけ、任命のされ方、組織内の受け皿組織づくりをしてお

くことが大事だ。 

 

 第 1 に首長から直接任命されないと、既存の官僚組織の前例や既得権益を超えた発

言ができない。 

 

 第2に現場の事務方との共同作業でインタビューやヒアリング等ができる体制が必須

だ。現場の本音や生情報が得られなければ答えを出せない。 

 

 第3には常に首長との直談判ができる環境が大事だ。 

 

 第4には事務方経由ではなく、自ら記者会見やプレス対応ができて、直接的に言動の

意図を情報公開できる環境がなければならない。これは情報公開で改革を促進するた

めと、反対派の議員や労組、マスコミ、既得権益勢力から“ないこと”を“あること”のよう

に指摘され、あるいは嫌がらせ攻撃をされた時のリスク管理のためである。 

 

●どういう場合に外部人材は本格的な改革に貢献できるか 

 

 外部の委員や顧問、アドバイザーが本格的な改革に関わる場面は限られる。私も数

多くの自治体の委員をやってきた。だが、大きな改革に関わった例には共通するパタ

ーンがある。 

 

 第1は政治的、あるいは社会的に話題となった火中の栗を拾うタイプの案件である 
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（以下「A型」とする）。私の場合は、2016年の東京都庁における東京五輪・パラリンピッ

クの会場見直し、19 年のあいちトリエンナーレの展示中止・再開問題、05 年の大阪市

の職員厚遇問題、12 年の大阪市営地下鉄・バスの民営化検討や大阪府立と市立の大

学統合等が代表例だ。 

 

 第2は、政権交代にともなう経営刷新活動のプロデュースである（同じく「B型」とする）。

16年から 18年の東京都の小池改革（都政改革本部）、08年から 15年の大阪府・市の

橋下改革、00年の福岡市の「DNA運動」、12年から 18年の新潟市の政策改革本部等

である。 

 

 第3は制度に基づく行政の監視・第三者評価活動である（同じく「C型」とする）。 

これは国土交通省の政策評価会、東京都の政策連携団体経営評価委員会のほか、各

種の第三者評価委員会である。これらは一見地味で、いわゆるお墨付きを与えるだけ

に見える場合もある。だが運営のやり方次第では、漢方薬のような効果をもたらし数年

をかけた改革につなげることができる。私は数多くの評価委員会に参加してきたが、少

なくとも上記2つについては事務方に評価制度を使って改革を進めたいという意思があ

り、彼らと連携して一定の成果が出せてきたと思う。 

 

●どのように改革や政策の変更に関わるのか 

 

 実際の政策形成や変更にどう関わるかはケースバイケースだ。改革の対象の選択

やテーマ設定の仕方（センス）が、改革の中核的ノウハウといってもよい。加えて首長

の力量やコミュニケーションスタイルなども考えて設計する必要があり、一般論で語れ

ない。だが、おおむね以下のパターンに分かれる 

 

 A 型の場合は、特定課題に詳しい外部の専門家で構成する第三者委員会を設け、期

間限定プロジェクトとして短期間に課題を解決する。現在進行中のテーマだから、生デ

ータの収集や関係者ヒアリングなどを効率的に行う。多くの場合、官僚組織が積み上げ

てきたやり方を大幅に転換することが多い。 

 

 ヒアリング等の作業は外部委員主導で行うが、膨大な作業量となる。なので組織内の

公務員を抜擢（ばってき）して事務局の傘下に作業チームを編成し、彼らと一緒に調査

する。そして集まった情報をもとに他の専門家と協議して委員会としての報告書をまと

めていく。報告書は極めて重要である。専門家がプロの信用にかけて報告書の内容を

吟味する。報告書の質が前提で、調査の信ぴょう性や、議会・マスコミからの信用獲得

につないでいく。 

 

 B 型の場合は、行政機関の中に改革専門の部署を新たに設け、優秀な職員を抜擢配

置してもらい、彼らと協働作業を行う。作業はまず現状の調査と評価から始まる。評価

対象は局や部といった「庁内組織」とそこが行う「主要事業」である。調査対象は問題が

あると言われてきた部署を優先しつつ、全体をカバーする（部局自らが行う自己点検を

含む）。 
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 B 型の作業に関与する外部委員は、経営コンサルタント、会計士、弁護士、行政学者、

経済学者、経営学者などが多い。調査は各部局にまず自己点検をしてもらい、その結

果をヒアリング等で確かめ、不備や甘い点を追加調査する。結果は首長も出席する定

例の進捗管理のための委員会で報告する。委員会は原則、公開で開く。すると指摘事

項に対して担当部局は取り組まざるを得なくなる。 

 

 C型はB型をもっと静態的にしたものだ。監査的、抜き打ち検査的に行うことで組織全

体に緊張感をもたらし、自助努力を促す。B型の場合は首長の意思が先にあり、示され

た方向性のもとで改革課題を掘り起こし、政策の変更や刷新を迫る。だが C 型は、あく

まで点検だ。たとえば国土交通省の政策評価会の場合、政策評価法で「各府省は自ら

評価を行う」と定められており、定期的、恒常的に事業の棚卸、点検をする。その結果を

念のために第三者からなる委員会がチェックし、改善すべきポイントを助言するという

位置づけである。 

 

 B 型と違って現状維持に甘んじる部局を改革に追い込むことは難しい。だが改革に意

欲的な部局にとってはこの仕組みは援軍となる。自らが考える改革案に対して第三者

のアドバイスとお墨付きが得られるからだ。もっとも政策評価制度の制度化や継続に

は賛否両論がある。持続的、継続的にチェックが行われる利点はあるが、外部委員の

能力が足りなかったり、官僚集団となれ合いになったりすると形骸化する。 

（次号へ続く） 

 

（注） 

私の場合は慶応大学の「総合政策学部教授」を本務としつつ、非常勤兼務職として各組

織の「特別顧問（東京都、大阪府、大阪市等）」「政策顧問（愛知県）」「政策アドバイザー

（堺市）」「都市政策研究所長（新潟市）」「政策評価会座長（国交省）」あるいは各種委員

（総務省、経済産業省、長野県、岩手県、茨城県、奈良県、青森県、福岡市、横浜市、広

島市、国際協力事業団、JR 西日本等多数）の肩書を得て、半ば組織の人間、半ば外部

の専門家という立場で仕事をしてきた。 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2021-3-10 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第223回 データを使い、データに使われる未来 

     ――政府のデータ基本主義とデータ資源活用を考える 

 

 デジタル庁構想を機に、あるいは個人データを預ける情報銀行のあり方論を機に、政

府と個人のデータの蓄積、利用、保管（秘密保持を含む）の問題に焦点が当たり始めた。

「20世紀の石油に代わり 21世紀はデータが戦略資源になる」といわれる。今回はデー

タを巡る公共セクターの課題について考えたい。 

 

●戦略資源となるデータは何か？ 

 

 実は今のところ、戦略資源となるほどのデータは、政府にも個人にもあまり存在して

いない。いや、正確にいうと生のデータ自体は山ほどあり、日々蓄積されている。 

例えばある市の小学校の健康診断データ。各校から毎年、自治体に提出され、それを

政府が集めて全国統計として公表する。だが元となる個人別のデータは毎年、紙ベー

スの帳票で記録される場合が多い。自治体はそれを手計算で集計し統計値としている。

個々の児童の数年にわたる数値の推移を電子的に記録している自治体は少ない。 

 

 この場合、蓄積され活用できるデータは自治体別のマクロな集計値だけである。もし

かしたら学校向けの何かのビジネスには使えるかもしれないが、個人向けの健康アド

バイスや診断ビジネスなど本命の用途開発には使えない。だからこのままでは戦略資

源とはいえないのだ。 

 

●「データ基本主義」は改革の制度インフラ 

 

 わが国の行政統計はまずまずできている。特に集団の平均値や一定区域内のマクロ

の数値はたくさんとっている。 

 

 だが上記のようなデータ資源をためることを意識して数値を集めていない。なぜなら

今までの政策立案では、そこまでのデータはあまり必要とされなかった。政策はまず

は予算額がありきで、限られたメンバーで「まず初年度はこの辺で」と割り切り、「とりあ

えずやってみる」「試行錯誤から生まれる経験法則」に学ぶのが常だったからだ。あれ

これ言わずにやってみるという実地主義を旨としたので、あまりデータは重視されなか

った。 
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 だが、今後は何事につけ説明責任や費用対効果、透明性の高いガバナンスが求めら

れる。そうなると、データを使った説明をしなければ合意形成はできない。これからの

政府は課題分析、解決策の検討、その内外への説明という全ての局面でデータ、すな

わち事実と数字を駆使しなければならない。 

 

●あえて曖昧にしてきた行政の仕事文化 

 

 こうした「データ基本主義」は、科学技術はもとより、社会科学の研究などでも当たり前

の姿勢として定着している。しかし、行政の仕事の現場では驚くほど浸透していない。 

 

 もちろん数字は使われている。特に費用対効果や生産性、数値目標はしばしば目に

する。だが肝心の利用者や受益者、あるいは利害関係者の課題や個々のユーザーの

政策の効果を示すデータはめったに使われない。政治的対立や利害調整に巻き込ま

れるのを恐れるあまり、課題の記述も原因の分析も解決策の説明も、抽象的、定性的

になされる場合が多い。理由（エビデンス）が明示されないままの曖昧な政策提言、玉

虫色の説明文書も多い。 

 

●データの情報公開で改革を進める 

 

 だが政策変更にあたっては、変える理由を明確に事実と数字に沿って説明する必要

があり、データが欠かせない。行政改革の際にも現状の数値を使って課題を見える化

する。そして将来目標を数字で示し、その進捗状況を公開し続ける。するとデータは、

情報公開をテコとして組織と政治を動かす存在になり、力を発揮する。 

 

 行政機関は外部との競争にさらされない。情報公開制度はそれを外からチェックし、

あるいは誘導する漢方薬のような制度だ。情報公開を意識すると、行政機関は後手に

回っていた政策を前倒しで実施する。あるいはその地域が他地域より何かにおいて劣

るというデータが開示されれば対策が始まる。データは改革にとって燃料のような不可

欠の存在だ。経済において通貨が不可欠なのと同じく、改革においてデータが不可欠

である。データなくして課題なし、目標なし、そして改革なしである。 

 

●今後の方向：EBPMとデジタルツイン 

 

 都市計画の世界では、デジタル空間に現実世界を再現するデジタルツインを使った

都市活動のシミュレーションなどが始まっている。シミュレーションの元となるデータは、

水道や電気の使用量や街に置いた各種のセンサー、携帯端末から入ってくる GPS デ

ータなどを使う。これらをAI（人工知能）を使ってビッグデータ解析することで、道路の幅

を拡張した時の効果や災害時の人や車の流れなどを予測する。さらに進むと、都市の

あらゆるデータがリアルタイムで入ってきて、デジタル空間上で様々なシミュレーション

ができるようになる。 
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 人間の目には見えないデータを解析、シミュレーションすることで、専門家による合議

を上回る高品質の都市計画案や政策案が出てくる可能性がある。現にグーグルの子

会社はビッグデータを使った再開発計画を提示し、実際に使われ始めている。 

 

 その先にはデータ基本主義を超えて、ビッグデータあるいはAIによる統治の時代がく

るかもしれない。最近、EBPM（エビデンス・ベースド・ポリシーメーキング）の必要性が

叫ばれ、政府も予算措置をしている。 

 

 しかし、冒頭に説明した通り、わが国では政策づくりに利活用できる健康データや学

力データがあまり存在しない。EBPM以前に、まずは正しい方法でデータをきちんととっ

て電子的に保存蓄積することから始めなければならない。 

 

●デジタルアーカイブとオープンデータ 

 

 政府のデータ管理という意味では、デジタルアーカイブとオープンデータも当面の課

題である。これは行政機関の各部署で生まれるデータや文書を体系的に記録、蓄積す

るとともに、外部に使いやすい形で提供することをいう。 

 

 行政機関の実務担当部門には日々、膨大な情報が集まる。だが業務に追われ、放っ

ておくと文書もデータも散逸する。データ・アーカイブは情報公開あるいは公文書保存

の制度をよりどころに、現場部署のデータと文書の保存ルールを設け、それを体系的

に蓄積する仕事だ。こうした蓄積情報はすぐには威力を発揮しない。だが将来の政策

の変更の局面で決め手となる。 

 

 またデータを毎年、比較検証していくことから見える洞察がある。例えば、国土交通省

の政策評価制度では「チェックアップ指標」を 20 年前からリスト化し、航空、住宅、都市

開発など様々な行政分野の実態をデータで測定し、定点観測してきた。それを見ると、

零細事業者が引き起こす交通事故がこの 10 数年で大きく減ってきたことや、海難事故

で亡くなる方が減っていることなどがわかる。 

 

 この間、日本経済は低迷していたが、交通機関はより安全になり、省エネが進み、住

宅環境も改善してきたことがわかる。さらに政策評価と重ねてみると、背景に国土交通

省が導入した運輸マネジメント制度が機能していることなどが推察できる。このように

データは蓄積されると意味情報に転換され、データに基づく政策の形成に役立つ。 

 

 さて政府のオープンデータについては、民間企業が期待する分野として健康・医療・

教育がよく指摘される。だが筆者は建設土木分野や環境保全の方が可能性は大きいと

思う。個人情報の保護の問題もなく、衛星を使ったデータ収集なども比較的容易にでき

る。 

 

 例えば衛星データとAIを使って海洋のプラスチックごみを識別し、数日後の集積の位

置を予測する。そこに常時パトロールしているドローンを誘導し、効率的に一気に回収
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する。あるいは山火事や鹿の食害対策も同様だろう。 

 

 こうした産業や災害防止分野のパブリックデータのアーカイブとオープンデータの体

制整備は今後、政府がデジタル戦略を展開する際にぜひ着目してもらいたい領域であ

る。 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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アフターコロナの集客は神社の参道に学べ 

ーてんしば（大阪）とオガール（岩手）を支える道

と奥のしつらえ 

上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 10/12(月) 8:00 

 
著者撮影：オガール紫波の風景 

 

 岩手県紫波町の「オガール紫波」に行ってきた。紫波町は人口約３万３千人の盛岡市の郊外

タウンだ。「オガール紫波」は、盛岡駅から電車で約 20分、紫波中央駅の駅前にひろがる。面

積は約１０ヘクタールで図書館、役場、フットサル場、アリーナ、ホテル、産直市場、飲食店など

からなる複合公共エリアだ。おしゃれなデザインと先端的な公民連携手法で全国にその名をと

どろかせている。ここの開発手法の素晴らしさはすでに語りつくされているので今回はさておく。

今回、私が注目したいのは芝生と道の使い方だ。オガール紫波は駅を背にしてまっすぐ歩いた

ところに出現する。細長い芝生の土地の両脇に５００m くらいに渡って店や図書館、ホテル、マ

ルシェなどが次々に現れ、奥に向かって人を誘うように作られている。 

 

 歩きながら何かに似ていると気がついた。そう、大阪の「てんしば」（天王寺公園のエントラン

ス）である。あそこも駅を後ろに歩くと芝生の細長い公園が出現し、約４００mに渡って両側に飲

食やフットサル場などが次々と現れる。芝生に誘われ、奥に向かっててくてく歩くと動物園と美

術館に到着する。てんしばも市民の憩いの場として賑わい、公民連携の先端事例として全国の
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自治体関係者の視察のメッカとなっている。オガールとてんしばは似ている。土地が細長くて芝

生がある点だけではない。どちらも立地を有効活用し、入り口から奥へと誘うように緑の絨毯が

続き、楽しいサービス施設が次々に現れる。前者は公共施設群が配置されることから、後者は

都市公園法の規制があることで制約が課されている。また前者は町役場が塩漬けになった町

有地の活用に悩んだ末に、後者は市役所がブルーテントに占拠され荒れた風景の市営公園の

管理に悩んだ末に思い切って企業に委ねて成功した。結果として民間企業の感性と自由度が

故に随所に創意工夫が張り巡らされ、また全体のデザインの統一性と美観にこだわっている。

東西の公民連携の聖地は実に似ている。 

 

〇神社の参道という原体験 

 

 話は変わるが最近、商店街が若者に人気だ。それも武蔵小山（東京、８００m）や天神橋筋（大

阪、２６００m）、大須（名古屋、１７００m）など奥行きがあって長くてわいざつな感じがいいらしい。

これらも要は、奥を目ざして歩いていく、その途中をじっくり楽しむ趣向だ。途中には飲食あり、

ファッションあり、スーパーありで秩序がない。だが、それが楽しいのだ。そういう意味ではオガ

ール紫波やてんしばも公共空間の中に商店街の道行きの要素を取り入れたから楽しいのだろ

う。 

 

 日本の商店街は神社の境内や参道で開かれる縁日や市場に起源をもつ。鳥居をくぐって歩

いていくと両脇にたこ焼きの屋台や綿菓子、あるいは骨董屋まで来ていてなかなか本殿に行き

つかない。でもそれが楽しい。商店街が楽しいのはあの感覚と同じなのだ。 

 

 話を都市再生や地域再生に広げて考えてみる、これからは、まさに商店街のようにそぞろ歩

きの道行きが楽しい空間づくりが肝になる気がする。都市再生というと今までは決まって再開

発ビルや高層ビルを建てることだった。密集住宅街は壊して綺麗なマンションにする。すると床

面積がたくさんとれて採算がとれた。しかしこれからは縦に空に向かって伸ばすのではなく、人

がそぞろ歩きする場所を決め、そこに商店やイベントを集めていく。車を前提にしない、歩いて

回れる街を作っていくことこそ地域活性化の王道となるだろう。 

 

 コロナ禍を経て高層ビルの必要性には疑問符が付いた。もはやショッピングモールや商業ビ

ルだけでもない。住宅地でリモートワークをする。そぞろ歩きで食事や買い物を楽しむ。人と出

会う。そういう緩い公共空間にこそ人は集まり、時間を過ごす。先述のような各地の老舗商店街

やそれに似た機能を持つてんしば、オガール紫波型のプロジェクトがこれからの地域再生の核

プロジェクトになるだろう。 
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〇槇文彦氏の洞察 

 

 そう思って書物を紐解けば、建築家の槇文彦さんの「見え隠れする都市」という名著の中にヒ

ントがあった。すなわち、西洋は「中心」、日本は「奥」という空間観が元にある。西洋の街では

「広場」を中心に整然とした町並みを作る。これに対し日本は、神社や鎮守の森など「奥」にある

（はずの）見えざるものに深淵さを感じ、そこにいく「道」に沿ったまちづくりをしてきた。おかげで

日本の町並みは、一見すると雑多な、しかし、入り込んだ重層的な町並みとなっているのだと。 

 

◯奥の例：四国の金刀比羅宮の参道 

 

 典型的な日本の「奥」と「道」の例は四国の金刀比羅宮の参道だろう。この道は、樹木、鳥居、

途中の多くの寺社に至る分かれ道が屈折し、僅かな高低差がある。これらによって寺社にたど

りつくプロセスに儀式性が生まれ、実際より奥に寺社があるように感じさせる（槇文彦他「見え

がくれする都市」）。参道の途中にはのれんや旗、土産物の飾られた門前町の家並み、灯籠、

松並木、石ダタミ、石垣、渡り廊下、ピロティ、階段等が現れ、道と建築と自然が共存、融合して

いる。ここに限らず、日本の道は歩く交通機能だけでなく、生活空間、交流の場。そして家々の

個々の生活空間を公共空間につなぐ役割ももっている。かくして日本では公共施設、宗教施設

は、中心部に集中して立地せず道に沿って、散在している（黒川紀章「都市デザイン」）。 

 

◯旅館の廊下も典型的な日本の「奥」 

 

 道と奥による空間演出は建物の中にもみられる。典型は神社の参道と奥の院だが、ほかにも

城内の将軍の子女や正室がいた大奥などがある。「奥」という言葉は、見えないところに、抽象

的な奥深さ、事が深淵で測り難いことなどを表してきた。旅館の廊下にも道と奥の演出がある。

古い旅館では内部に入ると屈折する廊下で迷路になりそうなことがある。途中の度々の屈折に

よって眼前の光景が変わり、昇り下りで歩行のリズムが変わる。そして奥を目指して歩いていく

中で実際以上に遠くに来た感覚を味わう。（槇文彦他「見えがくれする都市」）。このように日本

では町並みも家の作りも「道」と「奥」から構成され、入り組んだ重層的な構成を楽しむ趣向とな

っている。 

 

◯「西洋の中心」―ギリシアの広場アゴラ 

 

30



 一方で西洋の都市はどうか。西洋都市では「中心」部分に、教会、市役所など重要なものが

建物群を形成し、さらに「広場」が立地する。そして広場は単に広場としてだけでなく、都市の公

共空間としても機能する。ギリシアの都市では、中央部に求心的な公共空間としてアゴラという

名の広場をもっていた。アゴラでは市が開かれ、政治が議論され、占い師や売春婦もいた。こ

の広場こそが、市民の生活を都市に結びつけ、都市意識へと高める媒体空間であった。（黒川

紀章「都市デザイン」より） 

 

◯これからの日本のまちづくりでは「日本の奥」を取り入れることが重要 

 

 このように日本と西洋のまちづくりでは基本原理が異なる。日本では「広場」よりも「道」が、そ

して「中心」よりも「奥」が重視されてきた。とはいえ、近代化で日本は西洋技術を取り入れた。

同時に西洋の文化も取り入れた。その典型がオガール紫波やてんしばに見られる広場の機能

をもった芝生の緑地帯が延々と奥に続く風景ではないか。そこは、道は奥に続く細い道（奥の

細道）ではなく幅広で子供が裸足で駆け巡り、時にはバンドが演奏をする広場でもある。オガー

ル紫波では奥に行く道に沿ってプラザという名前の建物があり、中には紫波町情報交流館とい

うレンタルスペースなどが入っている。まさに西洋と日本のハイブリッドではないか。 

 

◯西洋を見本とする街づくりで失敗の歴史 

 

 歴史を紐解くと明治の東京の都市づくりではこうした「道と奥」に対する洞察やリスペクトはあ

まり見られない。例えば、1886年の日比谷官庁集中計画では 1853~70年のオースマンのパリ

改造をお手本にしたが失敗した。オースマンは新しい街路や建物のみならず、上水道供給、大

規模公園を含む再開発を行った。それにならって日本政府も皇居を中心とする東西約 3.3km、

南北約 2.3kmの範囲に、国会議事堂、博覧会場などを集中させ、官庁建築が整備された姿を

外国に示して治外法権を撤廃しようと考えた。しかし財政難や都心部の姿を変えることへの反

対から計画は大幅に縮小され、実現したのは、東京裁判所と司法省の２つの建物だけだった

（日端康雄「都市計画の世界史」）。 

 

 戦後にも東京では 1958年に大ロンドン計画を手本とする「グリーンベルト構想」ができた。こ

の計画では、同心円状のゾーン区分と求心構造で都心の中心部の開発圧力を減らし首都と衛

星都市の間の市街地の連なりを防止しようと考えた。そのために農地、山林、その他の緑地を

残したグリーンベルトを指定した。しかし緑地帯として構想された近郊地帯は地元の市町村や

権利者の反対にあって指定に至らなかった。  
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〇道と奥の現代的解釈が必要 

 

 このように日本、特に東京の西洋式の街づくりはうまくいかなかった。それでもなんとかなった

のは都市計画のおかげではなく、関東大震災と空襲が古い建物を強制除去してしまったからと

言われる。ともかく災害後は道路は広く整備され、区画整理が中心部で進んだ。 

 

 さらに高度経済成長期には私鉄が沿線開発を進めた。また都心では地価の上昇を背景に六

本木ヒルズや赤坂ミッドタウンなどの再開発手法が成果を上げてきた。だが今後はどうか。アフ

ターコロナの意識の変化やリモートワークの普及で容積率は緩和されても高層ビルの需要は

いままでのようには出てこない可能性がある。地方都市ではますますそうだろう。西洋の真似、

東京の模倣ではますます立ち行かなくなる。 

 

 これからは地元の潜在能力を生かして集客の需要を創出する街づくりを考える。その際に思

い起こすべきはやはり道と奥なのではないか。平たくいうと商店街の再構築、あるいはオガー

ル紫波やてんしばのような新規のエリア整備である。そして道行きの奥には美術館や神社など

何かシンボリックなものを鎮座させる。映画館や噴水公園などでもいい。参道を整備し、両脇に

はいろいろ雑多なものを誘致して楽しい空間にする。いるだけで楽しければイオンモールにも

対抗できる。こういう楽しいストリートの発掘と奥の設計、そして沿道の付加価値付けがこれか

らの街づくりと地域再生には必要になるのではないか。 

 

----- 

 

この記事は慶應大学 SFCの上山信一研究会ゼミ生の丸山知春が調査・執筆（編集監修は上

山信一教授）した。上山ゼミでは「都市の未来」を主題に「都市文明と人類」「東京の都市計画」

「感染症と都市」「公共交通と地域・都市」「都市の孤独問題」「これからの都市開発」などを調査

している。 
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大阪都構想：大阪はなぜ2回目の住民投票に

挑戦するのか？ 
上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀  2020年 10月 15日(木) 8:16 

 

中之島にある大阪市役所（筆者所蔵写真） 

 

 来る 11月 1日、大阪市で住民投票が行われる。政令指定都市である大阪市を廃止し東京

23 区のような特別区 4 つに再編し大阪府の権限を強化する、いわゆる“大阪都構想”（以下

「都構想」）の是非を市民に問う投票である。 

 

 都構想は 5年前の 2015年 5月 17日に住民投票が行われ、その時は僅差（約 1万票、比

率で 1％の差）で否決された。今回は 2度目の挑戦だ。なぜ 2度目をやるのか、地元出身か

つ、これまで維新改革に関わってきた立場から解説したい。 

 

（1）前回とは異なる新たな「大阪 4区」案に進化 

 

 メディアはさかんに「2 回目の挑戦」と言う。だが、今回の住民投票にかかる都構想の内容

は、前回より進化している。前回は大阪市を 5特別区に再編する案だったが、今回は 4区に

分ける案になっている。また敬老パスの維持を約束し、虐待対策の児童相談所を各区に置く

など、住民向けサービスが前回案より充実した。これは今回の案作りで公明党の意見を取り
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入れた成果だ。また特別区の庁舎設置コストも 359億円と大幅に削減された。 

 

（2）公明党も賛成し府議会・市議会で議決支持 

 

 前回の住民投票では公明党は賛成の態度を示していなかった。しかし今回は一緒に案を

作り明確に賛成している。維新と公明の共同の街頭演説も 10月 4日に実施ずみ。この変化

は大きい。中央では自民と公明が連立政権を担う。だが大阪では維新と公明が連携して住

民投票を進める。そして自民党も、実は大阪市議会の自民党は一貫して反対だが、大阪府

議会の自民党には賛成の議員が多数いて一時は大阪府連として賛成していた。最終的に

自民党全体としては反対とされたが、本気で反対している府議会議員は少数だ。加えて菅

総理は大阪の二重行政の弊害を長年、指摘されてきた。 

 

 こうした事実を重ねると、今回の都構想案は府議会、市議会で議決支持されたうえに、国

政与党の公明が賛成し自民にも賛成派がおり、加えて総理の支持を得て住民投票にかけら

れるわけだ。 

 

（3）大阪市民の投票で最終決定 

 

 ところで、そもそもなぜ住民投票が必要なのか。市町村合併の場合は地元の議会で議決

すれば、必ずしも住民投票を行う必要はない。しかし今回の場合は大阪市役所が政令指定

都市制度から離脱し、さらに市を廃止するという全国初の変更だ。そこで様々な議論を経て、

最終的に法律で大阪市民による住民投票を行う制度とされた（「大都市地域における特別区

の設置に関する法律」）。 

 

 だから都構想は、すでに大阪府民の代表である府議会議員と大阪市民の代表である大阪

市会議員の両議員が多数決で賛成し、さらに総務省が適法を確認した案、つまりプロの目

から見て太鼓判が押された制度であることを前提に当事者である大阪市民の考えで最終的

に決定するものだ。つまり民主制の理念を最大限に尊重したプロセスで進められているの

だ。 

 

（4）バーチャル大阪都の 9年間の実績 

 

 都構想が必要とされる最大の理由は、言うまでもなく大阪市と大阪府の二重行政の排除で

ある。これについては実は 11 年の“ダブル選挙”で橋下徹氏と松井一郎氏がそれぞれ大阪

市長と大阪府知事に就任してツートップ体制の下での「バーチャル大阪都」を実現、その下

で府と市が合同で府市統合本部を設けて共同で大阪全体の改革を進めてきた。 
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 橋下氏が退任した 15年秋以降も、吉村市長と松井知事が「バーチャル大阪都」を引き継ぎ、

万博の誘致や地下鉄なにわ筋線（関西空港へのアクセス鉄道）の建設、長年止まっていた

阪神高速淀川左岸線の建設などのインフラ建設や経済活性化策に取り組んできた。 

 

 さらに府立大学と市立大学の統合や独立行政法人の公衆衛生研究所（府）と環境科学研

究所（市）の統合など、外局や独立行政法人の統合が進んだ。また今回のコロナ対策でも府

市が共同設置する健康基盤安全研究所が威力を発揮した。こうした「バーチャル大阪都」の

実績の積み上げが今回の 2度目の挑戦の背景にある。 

 

 ちなみに前回 15年の住民投票の頃は、橋下徹氏が知事になって約 7年、市長になってか

らはまだ 3 年強しかたっていなかった。地下鉄トイレがきれいになるなどの実績は目に見え

ていたが、府と市の二重行政の解消については目に見える成果が十分には示せていなかっ

た。今回はそれから 5 年たち、住民が「バーチャル大阪都」の実績を実感できるところまで来

ている。しかも二重行政の解消だけではない。一連の維新改革では地下鉄・バスの民営化、

関西国際空港の再生、教育改革、西成区の活性化策、インバウンド誘致などに取り組み、

実際に大阪の街が安全に、きれいになり、活性化している。こうした改革の果実をもとに「維

新は都構想にもう一度挑戦すべきだ」という市民の声は大きい。 

 

 振り返ってみると大阪維新の会ができて、はや 10年。今では府下の約 3分の 1の市町村

長が維新の会に所属し、大阪府市と連携した維新改革を進めている。加えて「バーチャル大

阪都」の実績が積みあがる。これらを背景に維新は府議会、市議会はもとより、各市町村の

議会選挙でも議席を伸ばす。19 年 4 月の統一地方選挙で松井知事と吉村市長が入れ替わ

るクロス選でも大勝した。 

 

 維新はこの 10 年、国政、地方を問わず、ずっと都構想の実現を訴え続けてきた。したがっ

てこの 9 年間続けてきた「バーチャル大阪都」をリアルな制度にするための挑戦を続けるの

は忠実な民意の反映といえるだろう。 

 

（5）依然、残る二重行政の弊害 

 

 一方で「バーチャル大阪都」の限界も見えてきた。例えば大阪全体の事を考えると、水道も

消防も東京のように府に一本化して広域でスケールメリットを追求した方がいい。しかし大阪

市議会は「周辺市町村のことには関知しない。自分たちは現状で困っていない」と主張する。
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周辺市が困窮して大阪全体が衰退すれば大阪市も結局は困るのだが、制度上、確かに大

阪市は大阪市の市域外のことには口出しできない。 

 

 いくらトップ二人が足並みをそろえても、大阪市と大阪府はあくまで別の自治体である。仮

に大阪市議会で大阪維新の会が過半数を得たとしても、大阪市が権限を超えて、あるいは

放棄して大阪全体の利益を最大化し、そのことで大阪市も繁栄するという広域戦略は描けな

い。 

 

 東京の場合は、都庁に都市計画などの広域行政の権限を集約し、東京全体の都市戦略を

描き、そのもとで 23 特別区が住民サービスを担当する。それに比べるとまさに重複や無駄

が多く、全体としてはいかにも不合理だ。加えて市街地やオフィス街は今や大阪市域を超え

て周辺に広がっている。ここで府と市の権限の整理をきっちりやらなければ、大阪の経済再

生も住民サービスの充実も難しい。こうした権限の整理は、やはり自治体の制度の見直しを

経てやっと実現する。 

 

（6）一度否決されたのになぜ？ 

 

 都構想反対派がよく言うのは、「5年前に反対という民意が下された。再挑戦は不要」という

ものだ。しかし上述のように今回の大阪 4 区案は、前回とは異なる進化版だ。公明党も参加

して見直しがなされ、府議会と市議会で再び可決された。また大阪維新の会は都構想への

再挑戦を掲げ、15 年秋以降の首長選、議員選挙、さらに国政選挙でも勝ち続けてきている。

こうした事実を前に大阪維新の会が 2 度目の住民投票をするのは当然と言えるし、再び民

意を問うというのは政治家としての誠実な態度と言えるのではないか。 

 

 以上述べてきたとおり、都構想への挑戦は突然の出来事ではないし、過去の案の蒸し返し

でもない。10 年かけて実績を積み上げてきた大阪の維新改革の流れから、いわば必然的に

出てくる事象である。その意味では、11月 1日は二度目の挑戦というよりも、10年目の総決

算というべきだろう。だからこの結果次第で、ついに大阪の未来は決まる。これまでの改革を

続けるか、それを消して過去の姿に戻るか、市民の決断が問われている。 
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2020.10.30 

大阪の住民投票は都市戦略のための TOBーー

NTT とドコモの統合・再編と変わらない 

上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀  

 

大阪市役所周辺：筆者所蔵映像 

 

11月 1日、大阪市役所を廃止し市役所の業務を大阪 4区（東京 23区と同様の「特別区」）と府庁（名

前は府のままだが「都」とみなされる）の２つに分けて再編する大阪都構想の住民投票が行われる。

住民投票は２回目だ。5 年前に僅差で否決された。しかし、その後も再挑戦を求める市民の声が強

く、今回は大阪維新の会に加え公明党も賛成して 2 度目の挑戦となった。だが、都構想は分かりに

くいという声がある。筆者は大阪出身で大阪府と大阪市の特別顧問を務める。今回は主にビジネス

パーソン向けに M&Aになぞらえ解説したい。 

 

１．府市統合は「経営統合⇒上場廃止⇒事業部再編」になぞらえ理解しよう 

 大阪都構想は大企業の戦略的 M&A に準えると分かりやすくなる。大阪府庁を中核企業、大阪市

役所をグループ企業と捉えよう。大阪市役所は 1956年に国に掛け合って政令指定都市に認定され、

府から都市計画などの権限を譲り受けた。だが 90年代から中核企業とグループ企業の業務のカニ

バリゼーション（二重行政）や分散投資（二元行政）の弊害が目立ってきた。 

 そこで中核企業（大阪府）とグループ企業（大阪市）の経営陣（府市の両議会と知事・市長）は両者
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を経営統合し、同時にグループ再編（府と市の行政機構の再編）をすると決めた。具体的な内容は

協定書に書き込まれ府議会と市議会で審議され、賛成多数で議決された。 

 

 合併後の組織再編の内容だが、第 1 に古くからあるグループ企業（市役所）を上場廃止（政令指

定都市からの離脱）する。第 2にグループ企業が今までやっていた業務を中核企業（大阪府庁）と４

つの新たな非上場グループ企業（４つの特別区役所）に分けて再編する。例えば都市計画やインフ

ラ整備などは大阪府庁に一元管理させ、教育や福祉など身近な住民サービスは４つの特別区役所

に専念させる。 

 実はこれに似たグループ再編の動きは民間でもしばしばある。典型がNTT持ち株会社によるNTT

ドコモの子会社化である。この場合は、前者が TOB（株式公開買い付け）を経て後者の株式を取得

する（TOB期間は本年 11月 16日まで）。最終的にドコモの上場廃止も予定されている。ドコモの子

会社化の背景には「5G（第 5世代移動通信システム）の商用サービスが始まり、モバイルだけでなく

5G を使ったソリューションの領域を広げないと競争に打ち勝てない」という共通認識があった。そこ

で NTT グループ全体としての最適投資ができるよう経営統合に至ったようだ。このほか前田道路と

前田建設工業、アスクルと Zホールディングス（ソフトバンクグループ）など上場している子会社の事

業や経営の中身、あるいは経営者の人事を親会社が調整する動きがビジネス界で相次いでいる。 

 

２．市役所と府庁の二元行政のため戦略投資で遅れをとる 

 NTT グループは戦略上の都合から経営統合に至ったが、大阪都構想も同じだ。都構想は大阪の

都市戦略の必要からでてきた。世界の大都市は企業や人材誘致で競い合う。そんな中、過去 64年

間、大阪市と大阪府は連携がうまくいかず、インフラ投資で圧倒的に出遅れてきた。たとえば財界も

資金を出して関西空港を作ったが、府と市の対立でアクセス鉄道が整備できない。また淀川左岸線

（高速）の建設に大阪市が乗り気でなく、環状道路が未完のままである（ミッシングリンク問題）。い

ずれも最近、知事と市長がともに大阪維新の会となって協議が整ったが、失われた 20 年超の損失

は計り知れない。 

 

〇明治以降は国土軸から外れるという不幸 

 都市の発展は道路、鉄道、港湾、空港など交通ネットワークと共にある。このような交通網の整備

の遅れは大都市・大阪の競争力維持にとって致命的な問題である。しかも、大阪は明治以降、国土

軸から外れて位置する街というハンディを負ってきた。その中での二元行政問題は極めて深刻であ

る。 

 歴史を紐解くと大阪は、京都の玄関口だったことに始まる。古代は中国や朝鮮への航路の玄関口

かつ外交拠点だった（副都・難波の宮）。江戸時代には新潟から北前船が入り、米相場がたち、天

下の台所として栄えた。要するに大阪は瀬戸内海と太平洋を結び、かつ淀川で京都にもつながる

好立地を活かした内航海運の結節点として栄えた。ところが明治に入って鉄道と道路の時代になる

と、九州、中国、東海、関東を貫く東海・山陽道が国土軸になる。だが大阪はその国土軸から南に

ずれて位置した。例えば大阪駅、国道一号線、二号線は全て大阪市の北の端、かつては辺鄙だっ

た梅田に位置する。戦後できた新幹線はもっと北を、名神高速道路はさらにもっと北を走り、伊丹空
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港はそのまた北に位置し、新名神はもっと北を走る。 

 

 やがて国土軸は国内から国際に重点を変え、モードも陸路から空路に変わった。そこで大阪財界

はお金を出しあい、政府に協力して 1994 年に関西国際空港を作った。だが場所は和歌山近くの南

の端に立地し、大阪市内からはとても遠い。そこで成田エクスプレスのような空港アクセス鉄道を作

る計画ができた（なにわ筋線）が、府市の対立で長らく計画が立たなかった。 

 

〇南北軸への投資でかろうじて生き残る 

 大阪市はこのように大阪の中心部から遠ざかる国土軸と市内中心部を繋ぐため長年努力をして

きた。第一歩が約 80 年前の御堂筋など南北を通る狭い道路（筋）の拡張工事だった。南北軸を太く

して南と北に延伸することで何とか国土軸との接続を保ってきた。しかし 1990 年代以降は大阪府と

大阪市がバブルのあぶく銭を無駄遣いし、一方では両者が対立して広域インフラの整備が滞った。

例えば淀川左岸線（高速道）は 2006年から 11年間にもわたり府と市の協議が整わず、維新の時代

の 2018 年にやっと工事が始まった。また大阪市は関空アクセスのなにわ筋線の鉄道工事よりも市

内の東端の今里筋線の地下鉄建設を優先した。こうして府市の二元行政は大阪のインフラを致命

的に遅れた状態に陥れてしまった。 

 

 二元行政の弊害はインフラ整備の遅れだけではない。あちこちで無駄が目につく。地下鉄御堂筋

線は高度成長期に一応延伸されたが、大阪市営の限界から市域の端の江坂駅から以北は第三セ

クターの別会社となっている（北大阪急行）。この会社はわずか 3 駅（線路距離 5.9 キロ）しかない。

だが”国境”の江坂駅で乗務員がいちいち交代する。また独自の車両、車庫、整備工場まで持つ。

余分なコストは当然運賃に上乗せされる。 

 あるいは大阪府立大学と大阪市立大学。学生数がそれぞれ約 7700人、8300人と同規模だ。両方

合わせると神戸大学（約 16,000 人）に相当する大きさで、都立大学を凌ぐ日本最大の公立大学とな

る。しかも府立大学には農学部と獣医学科が、市立大学には医学部と付属病院がある。創薬分野

では獣医学、農学と医学のノウハウの結合がとても役に立つ。だがそうした連携は今までほとんど

できていなかった。その他にも信用保証協会やコロナ対策などを担う公衆衛生研究所など多くの機

関が大阪府と大阪市の二つに分裂して設立・運営されてきた。高度成長期にはゼロからの出発だし

小さなものだから二つあって問題はなかった。しかし低成長期に入ると中途半端な古い小さな施設

にちまちまと更新投資をする無駄が目に付くようになった。 

 

３．市民の監視の目が届かない大阪市役所の乱脈ぶり 

 バブル期の大阪市役所は「局あって市役所なし」というガバナンス欠如状態にあった。本来は財政

局が主導してバブル期には資金を貯めるべきところが、グリップが弱かった。そのため各局が市内

各所に思い思いの施設を建設し、ほとんどが経営破綻した。やがて 90 年代後半、市役所は資金が

尽きてインフラ投資もできなくなる。同時に生活保護の受給などに追われ、どんどん内向きになって

いった。しかし世襲の保守系議員は各種団体や町内会向けの補助金獲得や小さな工事などの口

利き案件を市役所に持ち込む。一方で労働組合も歴代市長と癒着し、組合としての利権を築いてい
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った。2005 年、全国に知られ渡った職員厚遇問題でそれが明らかになった。例えば、背広を購入し

て内側にOSAKA CITYという刺繍を入れると公費で買ってもらえたり、カラ残業はもとより闇年金ま

であった（辞めた OB に市役所が人件費を横流しして年金として支給していた）。そのほかにも市

営バスの運転手の年収が 1200万円を超えるなど、びっくり仰天の不祥事が明らかになった。 

 

〇橋下時代に負の遺産を一掃 

 そうこうしているうちに 2011 年に橋下徹氏が大阪市長になり抜本改革が始まった。橋下改革では

労使の癒着打破、えせ同和の利権撤廃、不良債権の処理という負の遺産の整理が一気に進んだ。

これをステップ１とすると、ステップ 2 は都市の成長戦略である。橋下・松井（後に吉村・松井）の維

新のツートップの連携で先述の淀川左岸線の工事やなにわ筋線の建設が決まった。また府市共同

の誘致活動を経て、塩漬けになっていた夢洲に万国博や IR を誘致することも決まった。 

 

〇松井・吉村の「バーチャル大阪都」で万博誘致に成功 

 大阪の所得は 90年代東京に次いで全国 2位だった。それがどんどん下がり、最近では全国平均

以下まで落ちた（維新改革ですこし持ち直しつつある）。所得が下がり続けると、個人の人生では

様々な不幸が起きる。失業、離婚、犯罪などの社会指標を見ると、近年の大阪は全国でも下位をさ

まよってきた。落ちるところまで落ちたのが 2008 年頃だ。それから約 12 年間の維新改革では教育

改革に力を入れ、関西空港と伊丹空港の統合合併なども進んだ。そして万博と IR 誘致 で将来へ

のきっかけがようやく見えつつある。かくして大阪は今、ステップ２の真っただ中にある。 

 

４． 都構想は都市・大阪の再生に向けたステップ３ 

 都構想はこのように中核企業（大阪府）に広域インフラや企業誘致などの権限を集約し、都市の

成長戦略に挑む（ステップ２）一方で、同時に大阪市を４つの特別区に再編するものだ。では次は何

か。それは住民サービスの向上に向けた体制整備（ステップ３）である。 

 企業の経営では一つの組織に性格の違う事業がごちゃまぜになっていると非効率だ。だから分社

化もしくは事業部制にして現場に近いところに権限を渡る。そして小回りが利く機動的な経営を目指

す。家電メーカーでも洗濯機や冷蔵庫などの白物家電を作る事業部と半導体や電池を作る事業部

は分けられている。また大きすぎる組織は地域や事業別に分社化する。 

 

〇一人の市長では限界 

 ところが今の大阪市役所は多様な業務を全部ごっちゃにした巨大な市役所だ。人口 275 万人をた

った一人の市長で見るので細部に目が届かない。もちろん住民からも遠い。前箕面市長の倉田氏

によると、大阪市役所から箕面市に職員が派遣されてきて市長・副市長と職員・住民の距離の近さ

に驚いていたそうだ。京都府も同じサイズだが、都道府県の仕事だから問題はない。しかし市町村

は教育や福祉など対人サービスの細かな要求にいちいち対応しなければならない。加えて地域に

はそれぞれの事情がある。だから大阪市全体を一人の市長が面倒を見るのは規模的に難しい。そ

こで今回の大阪 4区では約 59万から 74万人の 4つの特別区に再編することになった。 

 大都市は狭い地域に人口が密集している。地方と同じ仕組みでは運営しにくい。そこで国は大都
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市のための自治制度を２つ用意している。一つは政令指定都市制度だ、これは全国に 20 個ある。

もう一つの制度は、都区制度だ。東京都はかつて東京市だったが都区制度を導入した。1943 年か

らは今回の大阪 4 区の原型となる特別区制度が住民サービスを行う（1943 年当時は 35 区、1947

年から 23区）。 

 さて、政令指定都市を離脱して都区制度に移行する制度が大阪の要望で 2012 年にできた。今回

の大阪はその法律の適用の第 1号である。大阪府は人口 880万人超だが、面積は全国 46位と狭

い。また大阪市は 275 万人を擁する巨大な自治体である。政令市の中には、人口が 100 万に満た

ない相模原（72万）、堺（82万）、熊本（73万）のような小さな都市がある。これだけみても、大阪には

政令指定都市よりも東京と同じ都区制度のほうがなじむとわかる。 

 

５．まとめ 

 以上述べてきたように大阪都構想とは大阪府（中核企業）と大阪市（グループ企業）が合併し、グ

ループ企業を上場廃止（政令市離脱）する。そして組織を４つの特別区と府庁に振り分け再編する

ものだ。そして大阪市民に賛否を問う住民投票はいわば TOB（株式公開買い付け）に相当する。 

 

〇住民投票は TOB 

 大阪府にいったん経営統合される大阪市役所の職員は当然不安だろう。だが 2025年までは市役

所は残るし、それ以降も特別区か府庁に異動する。職は失わない。だが議員は職を失う。だから必

死で抵抗する。彼らから見ると”敵対的 TOB”に見えるのかもしれない。 

 さらに今回の住民投票で賛成多数となると「維新の会」以外の各政党は警戒する。だから維新と

連携する公明党以外の既存政党は、自分たちの都合から、ネガティブキャンペーンを展開する。な

かには一部職員と結託して「４つの特別区役所ができると大赤字になる」というありえない試算をま

るで公式数値のようにデマで流したり、「住民サービスが低下する」という根拠のないチラシをばらま

いたりする政党もあるようだ。かくして現地は大混乱である。だが反対する自民党は前回住民投票

の後に代案として府と市が協議する会議体を提案したものの、運営に失敗した。そして今回は代案

が出せない。一方でこれまでの府市二元体制では大阪はますます衰退する。さすがに市民はここ

で目覚めなければならないだろう。また、筆者の目には、反対派の議員らの主張はあたかも DV 

夫が離別を考える妻に対して脅迫しているように見える。即ち「大阪市役所がなくなるとあなたは生

きていけない…」「大阪 4区に移行しても幸せが待っているとは限らない…」と囁く。 

 

〇じり貧回避、現状維持のための府市統合 

 個人の人生でも離別と決断はつきものだ。就職、結婚だけでなく転職、離婚なども経験する。決断

の結果、得るものと失うものがあるのは当然だろう。今回の都構想もそれに似ている。「大阪市との

訣別」にはメリットとデメリットの両方がある。だが大事なことは過去に対するノスタルジーや現状維

持マインドに陥らないということだろう。「今のままやっていてもジリ貧」と分かれば何らかのアクショ

ンを取るべきだろう。住民の判断が問われている。 
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2020.11.30 

ランニングのように読書を習慣化する(上）： 

シリーズ：知的生産の技術 

上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀  

 

 

 コロナのなかで家で過ごす時間が増えた。これを機にもっと本を読みたいと考える人も多

いだろう。たまたま筆者は大量に本を読み、書くのを仕事にしている。大学教員として学生

に本を読む習慣をつけさせる苦労もしてきた。その経験に照らし忙しい社会人向けに本の

読み方をお話ししよう。 

 

〇読書はランニングと同じ。 読むことを生活の一部にする 

 

 私たちは必要とあれば駅でも横断歩道でも走る。だがランニングを習慣にし、健康の糧と

し、趣味としてマラソンを楽しみ、人生の充実にまでつなげている人は限られる。読書も同じ

だ。我々は毎日、ネットニュースや SNS、新聞雑誌など膨大な量の活字に接する。仕事や

資格試験で必要な実務書も読む。だがこれは受け身の情報消費で読書習慣とは異なる。 

 

 ランニングが習慣の人は、健康や楽しみ、仲間作りなどを目的にする。読書習慣も同じだ。
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実務目的を超えて、楽しみや好奇心を満たしたい、さらに読書を通じて先を見通せるように

なりたい、賢くなりたい、議論に負けないようにしたいなど鍛錬を目的に選んだ本をじっくり

読みこなすのが読書習慣だ。そして読書は日常の習慣化することで辛さが薄まり、日常の

知的生産のレベルが飛躍的に上がる。 

 

 だがランニングも読書も習慣化するまでは楽しいとは限らない。ピアノの練習やスポーツ

も同じだが最初のうちは辛さが先に立ってなかなかエンジンがかからない。一念発起で読

み始めても途中で挫折、あるいは難しすぎて興味が続かない場合もある。そうなると受験

勉強と変わらず全く面白くない。隙あればサボり、結局は仕事で必要な実務書を優先して

読むことになりがちだ。しかし、それではあまりにももったいない。ランニングの場合、家の

近所を隔日で 2 キロ走ることから始める人が多い。だんだん距離を伸ばし、ハーフ、そして

フルマラソンに至る人が多い。忙しい社会人が読書を習慣にする場合にも同じようなコツが

ある。いくつか紹介したい。 

 

〇何から読み始めるか 

 

 何を読むか、選書は意外に難しい。社会人はどうしても仕事の周りの本、例えば「これか

らのデジタルトランスフォーメーション」「流通産業の再編展望」「ダイエットの仕方」等の実

務書に手を出す。だが、これらは仕事の一部だ。読書習慣とは、すぐには役に立たない本

をじっくり読んでいく。それが趣味の域を超えてじんわり人生を豊かにしてくれるところに意

味がある。 

 

 要は書籍を通じて著者と対話し「教養」を身に着けるということだが、キョウヨウときくと大

海を泳ぐような気がしてピンとこない。お勧めしたいのは、旅行の予定に紐づけること、そし

て高校時代に好きだった科目に立ち返ることだ。 

 

 旅行との紐づけは簡単だ。要は旅先の予習を深くするといい。海外出張で初めてスリラン

カに行くならまずは Amazon でスリランカと入れてみる。「地球の歩き方」などガイドブックに

交じって新書や専門書が出てくる。数は限られているから書評を見て選べばいい。眺めて

いるうちに建築家ジェフリー・バワーに興味を持つ人もいるだろう。あるいはアーユルベーダ、

タミル人問題。僕の場合は隣国との関係をいつも調べる。するとインドと中国のはざまにあ

って、宗教も村々によってイスラム、仏教、キリスト教、ヒンズーの 4 つに分かれ仲良く共存

している珍しい国だと気が付く。そこから派生して「仏教とヒンズーは似て非なるのはなぜ

か」、あるいはガネーシャなど魅力的なヒンズーの神様について気になり、寺院巡りの予習

となる。行先が欧州ならオペラと美術館、庭園から派生してキリスト教とギリシャ神話に至る
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だろう。そしてオペラやバレーの歴史。全部が世界史の延長でやがてつながってくる。その

つながりの上に新たな訪問国の歴史を足していけば楽しい。 

 

 高校時代に好きだったけどあまり時間を使わなかった科目を振り返るのもいい。私の場

合は大学は法学部。仕事では社会科学（経営学、経済学、政治学、社会学など）、さらに医

療、介護、貧困、空港、通信など社会インフラや各種産業の話にもよく接する。仕事ではこ

れらの関連書を月に数十冊は読む（資料としての扱いで、ほとんどは流し読み、拾い読み

だが）。だからこの辺の本は新鮮味がない。高校時代に立ち返ると心残りだったのは物理と

生物。面白かったが仕事で触れることはない。それで当時の知識のアップデートかねて最

初は「ディスカバリーチャネル」「NHK スペシャル（オンデマンド）」など映像から入った。する

と宇宙論や量子論などが楽しい（全部は理解できないが）。イメージをつかんだあとは雑誌

「Newton」の特集号がよかった。初心者にも図表を駆使して説明してくれるのでわかりやす

い。そうしておいて最後に新書や単行本をよむと一流の学者の論がなんとなくわかってく

る。 

 

 高校時代の振り返りという意味だと日本史と古典の連結も面白い。当時は忙しくてどっち

も暗記モノと捉えてこなしていた。だが両方を繋げられたら面白いだろうとは思っていた。あ

る日、山本淳子さんの「源氏物語の時代―一条天皇と后たちのものがたり」（朝日選書）を

発見。この本はまさに目からうろこが落ちた。文学作品自体の面白さもさることながら、書

かれた背景や当時の政治との関連の面白さに目覚めた。古典作品には書かれた時代背

景や政治的意図がある。そういう視点で源氏物語を再読し始めたら面白かった。資本主義

も民主主義も l ない世界。生活にも困らない宮廷貴族の世界で人々は何を考え、何に感動

していたのか、特に恋愛がなぜ中心テーマになったのかなどストーリーというよりもエッセイ、

日記文学と捉えると興味は尽きない。その流れで万葉集やら勅撰和歌集への興味が湧き

始めた（内容よりも書かれた背景に興味を覚えるというのは職業病かもしれないが・・）。 

 

 さて分野と選書がだいたいできたら具体的にお勧めしたいのは春夏秋冬の各季節（ワン

クール）ごとに２つのテーマを決めてそれに関する本を読む方法だ。これだと年に８つのテ

ーマについて学べる。 

 

〇TV ドラマと同じく、3か月ワンクールで１つのテーマをカバー 

 

 例えば、春は「源氏物語」と「宇宙の成り立ち」、夏は「色彩の科学」と「量子論」、秋は「ケ

ルト文化」と「生物進化」、冬は「三島由紀夫」と「日本建築史」といった具合だ。実際にはこ

れ以外に仕事がらみや世相、トレンドを追いかける本も読むだろう（「コロナ後の世界」「トラ
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ンプ後のアメリカ」など）ので 2 つは無理というなら１つだけでもいい。とにかく読書習慣をつ

けるには仕事からかけ離れたテーマについて最低、３か月は格闘するといい。 

 というのは 3 か月もするとそのテーマを構成する世界観やキーワードが分かってくる。興

味を持てはさらにそこから次の３か月、掘り下げていけばいい。逆にだいたいわかって、そ

れでもう十分と思うなら他のテーマに移る。ちなみにピータードラッカーは高齢になっても

「毎週〇曜日は XX 関係の本を読む」というのを日課にしていたそうだ。リタイヤ層など時間

がある人は曜日をテーマに当てはめ時間割化してしまう手もあるかもしれない。 

 

 ひとつのテーマについて 3 か月でどれくらい読めるかは本業の忙しさによるが、最低でも

新書か文庫が２、３冊、あとは単行本か専門書が１，２冊くらいは読んでほしい。理想は 10

冊。10 冊読めば人に語れるレベルになるだろう。最初は新書や文庫で入門書を読む。そこ

からだんだん難しい本へ、さらに周辺テーマに広げていく。やがて目次を見ただけで「この

章はもう読まなくていい」とか、各ページでも「この辺だけ読めばいい」といった見極めが瞬

時でできるようになる。  

 

〇文明論、都市開発、宇宙論・・テーマ設定の例 

 

 私の場合は専門の公共政策や経営改革、そして IT やデジタルテクノロジーの本は仕事

でたくさん読む。そのほかこの数年、読んでいるのは「文明論」だ（文明の行き詰まりだと思

って読んでいたら、コロナがやってきた）。そのほかテーマと決めて最近、読んでいるのは

「都市開発」と「宇宙論」の本だ。 

 「文明論」というのは、例えばジャックアタリやトインビー。最近のベストセラーだとユヴァ

ル・ノア・ハラリ（「ホモ・デウス」著者）やシャレド・ダイヤモンド（「銃・病原菌・鉄」の著者）な

どだ。だが現代の学者の本よりも古典のほうが発想がぶっとんでいて面白いと思う。例えば

ヘーゲルの「歴史哲学講義」（岩波文庫）は世界精神が歴史をつくるというモチーフのもと世

界各地の当時の姿を批評している（偏見だらけだがそれが西欧人の世界観を示していて面

白い）。あるいはイヴン・バットゥータの「三大陸周遊記」もイスラム世界からみた世界観が

わかって面白い。一神教の世界（要はアジア以外）、特に欧米世界では人間の誕生から未

来に至るまでの流れを一つの体系で説明する伝統がある。良くも悪くも聖書の創世記が基

本にあって古来、学者たちはそれに挑戦してきた。それが文明論だ。だから若い学者もシ

ニアもこぞって何かを語るときは人類史を紐解き、それに照らして自分の世界観を披露し、

そのうえで「今後はどうなる」か語る。要するに創世記に挑戦するのは恐れ多い。それでま

ずは長々と歴史を再解釈し、そのうえで未来を語るのである。この手法は面白い。特にそ

の日暮らしの積み重ね、成り行きで歴史ができてきたアジア世界の人間にとっては大事な

知的訓練になると思う。 
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 2 番目の「都市開発」はコロナとリモートワークの伸長がきっかけで目が向いた。だから半

分仕事の読書だ。仕事で行政改革やインフラ民営化などに関わってきた。最近は「コロナと

DXで東京集中がどうなるか」「地方居住が増えるのか」「リモートワークで住宅地にシェアオ

フィスが増えるか」といったテーマを考えなければならない。そうした場合に外せないのはハ

ードの問題だ。それで「そもそも都市計画は誰がやってるのか」「高齢化で団地はどうなる

のか」「最近流行りのストリートアントレプレナーとはどういうものか」など興味は尽きない。

都市開発は各地の再開発事例も含めた文献が豊富にあるし、趣味の旅行とも連なる話な

ので 100冊ぐらいがすぐにリストに上がった。 

 

 3番目のテーマは仕事からかけ離れた「宇宙論」の本だ。これは難解だがわかりやすい一

般書も多い。量子力学をもとに論理構成されているのが面白い。現代社会を考える上でこ

れまでは要素還元主義や因果関係論が使われてきた。だがそれでは説明がつかないこと

が増えてきた。それに代わる何か新しい考えではないかと模索していたら、宇宙論の世界

では一足先に伝統的物理学との訣別と量子力学への引っ越しが起きている。いずれ社会

科学の世界でも同じことが起きるはずだ。そういう意味で現実から跳ねたところにある（実

際はこれも現実なのだが）宇宙論や量子論は刺激になるし、遠いところで量子的世界観は

ビジネスにも関連する。 

 

（次回に続く。次回は本の買い方、電子書籍と自炊（デジタル化）、読書ノート、読書会など） 
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2020.12.27 

年末年始は古典を読もう。特に新訳本と京都学派

から始めるといい  シリーズ：読書を習慣化する

（その２） 

上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀  

 

資料 エストニア政府 

 

 読書術。前回は「なぜ今どき量子論や生命論が大切なのか」「時代の先を読むにはどういう本

がいいのか」私の体験に沿ったお話しをした。シリーズ 2回目の今回は「先の見えない今こそ古

典を読もう」という話をしたい。 

 

〇実用書だけでなく”実力書”（古典）も読もう 

 

 若いうちはどうしても実務書やベストセラーに目が向かう。仕事で必要な知識を急ごしらえで入

手したり、時間もない。だが入門書、実務書は読みやすいが不思議と頭に残らない。後に残る、

本当に身になる読書となるとやはり古典だ。 
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 例えば中国への投資案件に関わることになったとする。解説本は山ほどある。だが「そもそも

共産主義ってなんだっけ」という疑問も湧くだろう。ならばマルクスの『共産党宣言』やレーニンの

『帝国主義論』を読もう。意外に短くて読めるし、光文社古典新訳文庫なら日本語もこなれていて

読みやすい。 

 

〇時代を動かしたパッションに触れられる 

 

 共産主義革命は、今どき現実的ではない。だが資本主義が人間疎外をもたらすメカニズムの

洞察は鋭く、時代と空間を超えた普遍性がある。反グローバリゼーションやＳＤＧｓの考え方が出

てくる背景でもある。もちろん共産主義や社会主義の解説本も多数ある。漫画もある。それに比

べると原典の古典は時々難しい表現や時代背景を知らないと分からない箇所もある。だが我慢

して飛ばしながらでも読むと時代を超えて著者のパッションが伝わってくる。何しろこの本を読ん

で革命に人生を捧げた人がいるのだ。そう思って読むと「なるほどマルクスやレーニンは当時の

人にこう訴えかけていたのか」とイメージがわく。ひいては米中対立や香港問題を理解する助け

になる。 

 

〇古典は新訳で読もう 

 

 古典は当時の時代を動かした”実力書”である。ベストセラーどころではない。だから時代を超

えて読み継がれ、生き残った。だから何種類もの日本語訳が出ているし、いまだに新訳も出てい

る。とりわけ光文社古典新訳文庫や中公クラシックスは読みやすくおすすめだ。古典は読んで

「全く外れ」と思うことはめったにない。後に必ず何かが自分の中に残る。飛ばしながらでもいい、

解説を読みながらでもよいのでとにかく読了してみるといい。 

 

〇お勧めの古典 

 

 初心者にお勧めしたいのは中公クラシックス。まずは昭和初期に書かれた日本語のあまり古く

ない古典から読もう。このシリーズは 1966年から 1982年にかけ刊行された『世界の名著』『日本

の名著』の改訂新版を軸に作られたもので Amazonの古書だと安い。面白いのは梅棹忠夫＆湯

川秀樹の対談『人間にとって科学とはなにか』、高坂正堯『海洋国家日本の構想』、宮崎市定『ア

ジア史論』、内藤湖南『東洋文化史』などいわゆる京都学派の著作。ペダンチック（衒学的）な表

現がなくそれでいて洞察が深くて読みやすい。 

 

 光文社古典新訳文庫の翻訳ものもいい。さきほどのレーニン『帝国主義論』、マルクスとエンゲ

ルスの『共産党宣言』など。さらに中公クラシックスのオルテガ『大衆の反逆』、トクヴィル『アメリ

カにおけるデモクラシー』などがいい。それからさらにルソーやマックス・ウエーバー、ロック、ホッ

ブズ。さらに時代をさかのぼり、ソクラテス、プラトン、アリストテレスなどに入るとアリストテレスと

近代啓蒙思想の関係が分かる。 
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〇哲学書は要注意かも 

 

 なお哲学書は難しい。デカルトやキエルケゴール、ニーチェなどは抽象度が高く、うまい翻訳で

も難解だ。時代背景を理解してもなお読み解きにくい。またキリスト教の理解が先にないと辛い。

現代社会で何に使うかイメージが描けないので挫折の原因になりやすい。私は哲学書よりも時

代を動かした社会思想書を先に読んできた。 

 

〇難解な古典は著者の人物像と時代背景を読もう 

 

 但し、社会思想の古典でもまるで法律や百科事典のように退屈なものもある。一番退屈だった

のはアダムスミスの『国富論』だ。当時の人にとって分業や拡大再生産の考え方は新鮮だっただ

ろう。だが現代に生きる我々（”資本主義ネーティブ”）にとっては何ら新しくない。まるで自転車の

乗り方のマニュアルを時間をかけて読んでいるようにつまらない。二番目に退屈なのはモンテス

キューの『法の精神』。まるで日本国憲法そのもので新しさはほぼゼロだ（よく似ているということ

を発見した意味はあるが）。 

 

 これに比べるとルソーやマキャベリは面白い。ルソーは懸賞論文で一旗揚げようとしていたし、

マキャベリも著書をスポンサー獲得に使っていた。どちらも”営業”が入っていてなかなか読ませ

る筆致だ。 

 

 このように時代背景や本人の境遇を理解すると古典は深く読める。 

 なお清水書院の『人と思想シリーズ』を併読すると役に立つ。主な著者それぞれについて一冊

ずつ出ている。これと古典を併読すると名著が当時どういう意図で書かれたか、大思想家も実は

師匠やライバルを意識しながら執筆していたという裏話などが分かって面白い。また古典とフラ

ンス革命の関係など世界史と重ねてそれぞれの本が位置づけられ、知識が定着しやすい。 

 

 先述の中公クラシックスシリーズにも解説文がついている。それを読んでから本文を読むと分

かりやすい。例えばトクヴィル『アメリカにおけるデモクラシー』は、若いフランス貴族がアメリカを

旅して驚いた感動をもとに書かれた。こうした背景を意識すると著者が等身大の身近な存在に

感じられる。自分自身が初めてアメリカを旅し、暮らした時の体験と重ねると時代を超えてまるで

著者と友達で一緒に旅しているような感覚になるから不思議だ。 

 

 

（予告：次の第 3回は「線を引く意味」「読書メモは取るのか」「電子書籍か紙の本か」「電子ブック

の機材選び」などの方法論について。１２月２８日朝６時から有料版で公開です） 
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2020.12.28 

SONY デジタルペーパーとＡ４用紙８つ折りの読書

メモがいい シリーズ：読書を習慣化する（その３） 

上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀  

 

資料 エストニア政府 

 

シリーズ 2 回目の前回（無料版）では、読みにくい古典を楽に読み進む方法を解説した。今回は、

電子書籍の良しあし、そして実際に本を読むときに線を引いたり、メモをとったりの是非について

考えたい。 

 

〇読書メモは取るのか 

 

 仕事で読む本や実用書、あるいは電子書籍の場合は、線を引きながら読む。紙の本の場合は

線を引いたページだけ破って書名を件名にして PDFにとっておく。読書メモはとらない。 

 だが古典や専門書は中身が濃く、線を引く箇所も多い。破ってのこすと膨大な量になる。だから

本を丸ごと残すことになるが、線引きだけだと頭に残らない。自分で考えたアイディアもいろいろ

湧いてくる。こういう中身が濃い本の場合は、面倒をいとわず読書メモもとる。だが原則、Ａ４で 2

枚分だけと決めている。長いのを書き出すとだんだん面倒になるし、読書スピードが落ちる。 
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〇Ａ４で８つ折りの読書メモは便利 

 

 読書メモはどうとるか。ノートは面倒だ。お勧めしたいのは A 4のコピー用紙の両面にキーワ

ードと使えそうな記述だけ要約して抜き書き的にメモを取る方法だ。メモ用紙は、しおりを兼ねて

A4 コピー用紙を 8分の１に折って使う。作り方は簡単だ。 

 

まずA４を横長にする 上下半分のところで二つに折る。次に左右に 1/4ずつに織り込んでいく

と全部で８つの面ができる。左上から順番に 1234567まで（８は使わない）ページ番号をいれ、そ

れを蛇腹状に折って八つ折りのまま本に挟んでおく。本を読みながら右手でこの８分の１サイズ

のメモをおさえながらキーワードと気に入ったフレーズを抜き書きしていく。自分の意見を思いつ

いたら箱に囲ってコラムのように書いていく。7ページまでいったら裏返しにして 8から 14ページ

までまたメモをとる。取り終わったらスマホで写真を撮って書名を件名にＰＤＦ保存する。そうした

ら紙は捨てていい。ノートではなくＡ４の紙を使うのは、入手のしやすさ、本に挟める携帯性から

だが、広げると 2枚で済む一覧性もいい。後から見返すとＡ４わずか２枚分でどういう本だったか

イメージがざっとよみがえる。 

なおページ番号入りの紙も印刷できる。無料でソフトが公開されている

（https://superclassic.jp/refill/）。また価格は 6千円強でやや高いが革製のメモ帳ホルダーも販

売されている（保存するメモ帳 abrAsus アブラサス ）。 

 外出時には google ドキュメントもつかう。音声入力がわりあい正確だからつぶやいておく。この

場合は箇条書きを連ねていく。 

 

〇紙の本か、電子ブックか 

 

 電子ブックか紙で読むかという問題はケースバイケースで併用という答えしかないと思う。実用

書や仕事で大量に買って読み飛ばす本は価格次第でどっちでもいい。安い本や古書が格安の

場合、本屋で見つけてすぐ買うときは紙の本で買う。線を引いた個所、気になる個所だけ写真を

撮ったり破って持ち帰り PDFに残す。ほかのページは読み終わった端から捨ててしまう。 

 フィクションや小説は線を引いたり保存の必要がないから原則 kindleだ。長旅に出るときは軽

量化のために kindleを持っていく。欧米への長時間フライトの時には機内で映画ばかり見ている

と飽きる。そういうときに『三国志』や『太閤記』など長編の小説を読むといいのだが嵩張って不便

だ。そういうときに kindleは便利だ。 

 

〇専門書は自炊してソニーのデジタルペーパーで 

 

 専門書はなるべく紙の本で買う。 Kindle 化されていないものが多いし単行本は古書で買うと

kindleよりも格安だ。多くは Amazon の古本を買って自炊しＰＤＦにしてソニーのデジタルペーパ

ー （Ａ５版、DPT-CP1 ）に入れて読む。これは超軽量の機材で専門書がたくさん収納できるし

線を引いた状態でデジタル保存もできる。専用ペンが必要なのは面倒だが書き心地がいいので
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便利だ。なおＰＤＦ化した本に手書きの線引きや書き込みを残すという意味では ipadにアップル

ペンという組み合わせもいいだろう。 

 

 なお、よほど大事な本は紙のままで買って線を引きながら読み、読み終わったら書棚に並べる。

要は昔ながらの読み方だ。しかし数年たっても読み返さない場合はやはり自炊して丸ごとＰＤＦ

で残し本は捨てる。 

 このように電子ブックやＰＤＦ化を併用すると手元に残す本は少なくて済む。書棚も空いてくる。

最近はこうして長年、積ん読く状態だった本を少しづつ消化（処分、断捨離）している。 

 

〇あえて線や書き込みのある本を買う 

 なお、古本はあえて書き込みや線が入っているものを買うのもいい。格安だし前の持ち主がど

こに線を引いたか見ると面白い。学生さんが試験の前に読んだんだろうとか、これはきっと公務

員の方だなと類推できたりする。他人が引いた書き込みや線引きは大事な箇所がさっとわかると

いう効用もあって邪魔にならない。 

 

 

（次回の第 4回は読んだ本の感想をブログや読書会でアウトプットにつないでいく方法について

考えたい。２月に有料版で公開予定） 
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2020.12.28 

行政DXの鍵は、現場公務員が効用を感じることー

GOVテック企業アスコエの元公務員にきく（上） 

上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 2020/12/28(月) 16:08 

 
写真出典：エストニア政府 

 

 デジタル庁構想が出されて以来、政府・自治体の DX（デジタルトランスフォーメーション）への

関心が高まっている。しかし政府・自治体でデジタル化を推進できる公務員は極端に不足してい

る。たまに民間人材の登用で ITの専門家が役所にやってくるが役所特有の論理やルールが理

解できず、組織の中で浮いてしまう例も多い。一方、ハイテクベンチャーの人たちには役所の意

思決定の仕方や伝統的な稟議などのやり方がなかなか理解できない。そこで元公務員で現在

は Gov-tech分野のベンチャーで働く二人のエキスパートにどうすれば行政 DXが進むかインタ

ビューをした（どちらも株式会社「アスコエパートナーズ」社員で働く元公務員）。 

 

〇行政 DXを阻む 2つの壁 

 行政機関の DXを巡っては 2つの大きな問題があるようだ。第 1は行政機関に総じてデジタル

の知識やリテラシーをもった人材が不足しているという問題。第 2に行政機関の DXを支援する

民間企業の側も行政機関特有の行動様式（利益よりも説明責任、年度主義、議会重視、情報公
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開の原則など）をなかなか理解できないという問題である。だから政治主導で「行政 DXをやる」

と決めて民間から ITエンジニアを数人役所に入れたくらいではなかなか前に進まない。行政側

の文化・意識改革が必要だし、逆に民間から行く人も行政機関特有の組織のルールやスタイル

を理解しないと仕事が進まない。 

 

 そこで今回は官民の壁を自ら超えて、民間のベンチャーで仕事をする元公務員二名に話を聞

き、行政機関はどのようにこの二つの壁を超えればいいのか考察してみたい。実は筆者も元公

務員でマッキンゼーで修業をしたのち、行政組織の民営化や経営改革の支援をしてきた。官民

両方を経験してきたからこそ見える課題が多々あった。DXにおいても同じではないか。そこで

GOVテックのトップ企業であるアスコエ・パートナーズ社で働く元公務員 2名にインタビューをし、

行政 DXを進めるヒントを伺った。 

 

①A さん：市役所から転職して感じていること 

Q. 現在はアスコエでどのような仕事をしているのですか？ 

―主に自治体の Webページを制作しています。先日もある自治体から「公共施設の空き情報を

Web上で公開したい」というご相談がありました。自治体からは施設名を横軸、日付を縦軸で見

せる表形式のイメージをいただきました。しかしそれだとスマートフォンで見た際に表が画面にお

さまらないので見づらくなります。そこで、ぱっとみて分かりやすいスマートフォン向きの別の仕様

を提案しました。 

 

Q．市役所の現場では IT化は進んでいましたか。 

―私は生活保護のケースワーカーで担当地区の約 100の世帯を 1人で担当していました。ご本

人たちのお困りごとを聞きながら、ADL（日常生活動作）が落ちてきたら介護サービスを紹介する、

といった幅広いケアを仲介していました。 

 

〇紙ベースが基本の生活保護の現場 

 生活保護の事務処理量はどんどん増えていましたが、システム入力前後のほとんどが紙ベー

スの手作業でした。ケースワーカーは 33人いましたがみんな福祉の専門職です。現場でこそ力

を発揮するプロなのにみんなデスクワークに追われていました。役所内はすべてが紙ベース、紙

だらけです。書類も紙で保存しますので一人で書架一つ分のスぺースを使っていました。一度、
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自分の作業時間を計ってみたことがありますが、二穴ファイルに資料を挟む作業に一番時間を

費やしていました。 

 

〇機械化を考える余裕がない・・ 

 生活保護では申請者が申請書や申告書を何枚も書く必要があります。これは端末に自分のカ

ードをかざすと氏名や住所などの基本情報が自動反映されるしくみなど ITを使うとずいぶん簡

素になります。中にはご高齢で手を震わせながら書類を何枚も書いている方がいます。職員も

書き終えるのをじっと待っています。 

それで私は「もっと機械化できないか。事務処理を軽くして、本当に人がやるべきところにリソー

スを割けないか」といつも考えていました。そんな時にエンジニアの方と話す機会があって、「AI

など素晴らしい技術があるのに役所はその恩恵を全く受けていない」と知り、ショックを受けまし

た。その後、今のアスコエ社とご縁が繋がり、現在に至っています。転職に際しては悩みました

が、市役所を中から変えるか、外から変えるかの違いだろうと考え、転職しました。 

 

Q. 全国的に行政 DXの機運が高まっていますが、役所の中で DXを推進している方々にどうい

うアドバイスができますか？ 

― 最終的な理想形は、マイナンバーで必要な情報が紐づけられ、自動入力で計算されるしくみ

だと思います。しかしそれを待たなくても外部のプロに相談すればある程度はテクノロジーを使っ

て事務処理がもっと楽にできる。なのに役所の現場ではひたすらエクセルを駆使するなど自力で

頑張ろうとします。役所は自前主義、「自分たちだけで頑張って何とかしよう」、「自分たちで考え

られるイメージの中で何とか処理しよう」と考えがちです。しかし外部のデジタルのエキスパート

の知識・知見を活用したら、もっといろいろなことができるのです。 

 

【例１：帳票入力システムの活用】 

 例えば生活保護制度の収入申告書のように様式が決まっているものは、毎回の申請の時の

入力事項がデータ化できるはずです。収入申告書の記入のためにわざわざ役所に来られる方

が 1ケースワーカーあたりで月に 10名ほどおられました。しかし事前にデータ化しておけば住所

や氏名を毎回書いていただく必要はありません。前回の情報を引っ張ることもできると記入漏れ

を防げます。データの入力はケースワーカーが聞き取ったうえでタブレットに入力し、ご本人は確

認、電子署名だけとすることもできます。 
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 さらに利用者にアカウントを発行すれば、郵送や来庁で提出していた書類もスマートフォン上で

提出可能にできます。このように Webで申請書の作成ができる機能はそれほどコストもかからな

いのでお勧めです 。さらに既存の生活保護システムとの連携ができれば、収入申告書に入力さ

れた情報を認定情報に引っ張ることもできます。するとこれまでケースワーカーが手入力してい

た項目の一部も確認するだけで済みます。 

 

【例２：職員のための制度ナビゲーション】 

 生活保護業務は多岐にわたり、職員は制度知識の習得に時間がかかります。これもいくつか

の質問に答えていくと制度適用可否の判定や適用可能な制度のリストが上がってくる検索シス

テムを作るとよいと思います（ナビゲーションシステム）。特に補装具の基準確認など項目が多く

探すのが大変なものに適用すると便利でしょう。ナビゲーションシステムは民間にはよくある仕

組みなので行政機関でも使えるはずです。効率化だけでなく計算ミスなども減ります。 

 

Q．自治体の DXはどこから手を着けるといいですか。 

―自治体では首長や管理部門、特にDX担当セクションは改革の必要性を感じています。でも福

祉部のような現場には IT との接点があまりありません。しかし現場の課がやりたいと言わないと

DXは進められない。現場の職員は業務フローは熟知していますが、何を自動化・機械化すれば

いいかはピンと来ない。民間のエンジニアが 1週間ケースワーカーと行動を共にして、どのような

活動をしているかを見てもらうと、いろいろな改善点に気付くはずです。逆に役所の職員も民間

の IT企業などで半年くらいインターンとして仕事をすると、気が付くところがあるのではないでしょ

うか。あとは小さなことでいいので「便利になった！」を体験できるシステムをまず導入し、成功体

験を得てほしい。行政職員がデジタル化による感動を体験することが必要だと思います。 

 

（下につづく） 
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2020.12.29 

行政DXはアジャイル開発と年度主義のせめぎあい

ーGOVテック企業アスコエの元公務員にきく（下） 

上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 2020/12/29(火) 7:00 

 

出典：エストニア政府 

 

 前回に引き続き、行政機関がDXを進めるコツについて各地のGOVテックを支援する（株）アス

コエパートナーズに勤務する元公務員に話を聞いていく。 

 

②中央省庁からアスコエへ転職した I さんへのインタビュー 

Q. 役所での経験と、当時どのような課題を感じていたか教えて下さい。 

― 一般職として約 3年、2つの課に勤務しました。最初は関連法人との連絡の窓口担当、その

後は行政事務の担当課で出張管理、物品購入、予算要求の課内取りまとめ、調達・契約事務、

国会対応などを担当しました。 

 文書管理規定があって書類は紙保管が原則でしたが仕事の 7～8割はパソコンで行っていまし

た。書類起案、旅費計算入力などの事務でしたが、省内あるいは省庁共通のシステムを使いま

した。しかし業務システムの中にはかなり前に作られたせいか、使いにくいものもありました。例

えば職員の出張管理では単純に旅程を登録するだけでなく旅費の計上処理を伴うために動作

が遅く、入力してからレスポンスが返ってくるのに 10秒くらいかかりました。現行システムは使い
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勝手が良くないものの一応使えている。そのため新しいシステムへの更新が遅れるのです。事

務作業は直接国民に価値が還元されるサービスではない。「職員が頑張ればすむのであれば、

皆で頑張りましょう」という発想になりやすいように思います。 

 

Q．現在、アスコエではどのような仕事をしているのですか？ 

―事業企画とリサーチ案件を担当しています。顧客は国・自治体をはじめ、民間企業などさまざ

まです。行政機関のオンライン申請をサポートするシステムを紹介したり、損害保険会社と共同

で自治体における情報漏洩リスクに備える保険サービス商品を企画しています。 

 

Q．役所を辞めて現在の会社に入社した理由は？ 

―役所でしかできない仕事がたくさんあると思っていたので、転職するか否かは最後の最後まで

迷いました。しかし役所の業務は体力勝負の面があり、タフな人しか頑張れない。「40代くらいに

なると政策立案に中心的に携われるがそこまで体力が持つか？」「出産を経て時短勤務で復職

する女性がどこまで頑張れるのか？」「民間だったらどうか」など考え始め転職活動を始めました。

現職の GovTechの業務は自分が役所で働いていて不自由と感じていたことを解決する仕事で

す。「民間企業にいても公共に資する仕事をしていたい」と考えてアスコエを選びました。 

 

Q. アスコエにきて驚いたことはありますか？ 

―とにかくフットワークが軽いと感じます。役所で何か新しい取り組みをしようとしたら、影響が及

ぶ部署の了解を得てからとなり、調整に時間がかかりがちです。一方、アスコエでは「まずはや

ってみよう」という風土です。一人一人に任される裁量範囲も大きい。役所では依頼された作業

やルーチン的な業務をこなして、何かあれば上席に報告・連絡するというスタイルでした。ところ

がアスコエでは「こういうことをやってね」と題目を渡されたあとの仕事の中身については自分で

どんどん考え、必要に応じて上席に見てもらう。最初はこういう仕事のスタイルに慣れていなかっ

たので、具体的な指示がないまま動くことが不安でした。今は自分で計画しながら進めるスタイ

ルにようやく慣れてきました。 

 

Q. 役所の外に出てみて行政機関の DX推進の体制についてどう思いますか？ 

―40代くらいより若い人ならパソコンやシステムの基本スキルは、官民で大きな差はないでしょ

う。しかし行政機関のシステムの構築や開発といった、いわゆるエンジニア的な領域では差が大
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きい。役所ではシステムの発注にあたって専門知識を持つ職員が少ないので事業者から提示さ

れる見積価格が適正か否かの判断に悩む場合があるようです。 

 省庁にもシステム関連の部局があり、システム改修や予算要求の相談には対応してくれます。

しかし忙し過ぎて、原課の担当者と二人三脚で進める余裕はない。システム担当部局には民間

の人材も常駐派遣され、技術サポートをしています。しかし全システムのサポートができるほど

の数はいません。また原課の職員が気軽に相談できる環境でもない。理想を言うなら、部局・フ

ロアごとに専門的な知識を持った IT人材が配置されるとよいでしょう。職員は気軽に相談ができ

るし、IT人材の側も部局の仕事や政策の知識が得やすくなります。 

 

Q．DXを進めるにあたって行政機関特有の課題がありますか？ 

〇決定に時間がかかりすぎるという問題 

―おそらく年度主義という時間の壁です。役所でシステムを開発・改修するにはどうしても 3年程

度かかります。しかし職員の多くは 2年程度で人事異動します。腰を据えて取り組むことが難し

い。順序としてはまずベンダーに相談して仕様を考え、予算要求する。予算案が通ったら調達手

続きをしてベンダーを決める。それから実際にシステムを開発・改修する…というプロセスですが、

一気に進めることは難しいです。 

 

〇デジタル化の恩恵を感じることが先決 

—現場職員が、デジタル化の恩恵を感じる経験が少ないことも DX化が進みにくい要因のでしょう。

DXによる業務改善のインパクトを知らないから、期待値も小さいのです。成功体験や便利になっ

た実感が得られたら、デジタル化のための業務棚卸作業などもやる気が出るはずです。しかしそ

れがない。そしてシステム改修を進めるプロセスが煩雑過ぎて躊躇させていると思います。 

 

〇年度主義 VS アジャイル開発 

 IT企業に多く見られるアジャイル開発と、予算要求から執行までの期間が厳格に区切られる行

政の年度主義や契約の規則の相性が良くない。たとえば年度が明けて 5月頃には次年度予算

立案のための仕様が大枠で決まっていないといけない。入札公告を出す際には仕様が確定して

いなければならない。しかし、こういうやり方は短期間でサイクルを回し、トライアンドエラーで改

良していくアジャイル開発とはかみ合いにくい。もちろん役所では調達の透明性と公平性を確保
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する必要があり、そのため様々な契約の規則が設けられており、これは崩せない。だから役所

の年度主義を改めればよいというだけの問題では解決しません。 

 

〇民間が開発して国がリース料を払う仕組みなども有効 

 例えば民間がシステムを開発して、国がリース料を支払う仕組みなど、システム関連の調達に

ついての特例が認められれば、ベンダーも国ももっと柔軟に業務を行えるのではないでしょう

か。 

 

---------------------------------- 

 

以上、2回にわたって元公務員で現在、GOVテック分野で仕事をする二名の方のご意見をきい

た。年度主義に代表される行政の仕組みと ITは必ずしも相性が良くない。しかし、ITなしでは行

政改革は進まないし、公務員のワークライフバランスも改善しない。DXと行政機関の仕事のやり

方の改革はいわばニワトリと卵の関係にあるようだ。DXをやりながら、行政機関の風土や仕事

のやり方を変える必要がある。そういう意味では民間人材が行政機関にいくこと、そして逆に行

政パーソンがアスコエパートナーズのような民間のGOVテック支援企業に行くことの両方が必要

なのだろうと思う（了） 
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2020.12.31 

「大阪都構想」3 度目の住民投票はあるのか？ー

10年の総括＆課題の整理（その①） 

上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀  

 

写真：大阪城周辺。出典：筆者蔵 

 

12月 28日、大阪府市合同の副首都推進会議が開催された。筆者も出席し、そこでは大阪府

と大阪市の広域行政のうち経済成長や街づくりを一元化する条例の必要性が議論された。大阪

都構想（以下「都構想」）は 11月 1日に住民投票でいったん否決された。だが上記の条例は都構

想の一部の代替手段であり、都構想 2.0への再稼働とみる向きもあるようだ。条例案の今後はと

もかく、もとの都構想が世に出されたのは 2010年である。2度目の否決、そして 10年目を迎える

現時点において、いったんの総括と今後の展望を述べたいと思う。 

 

〇お詫びと回顧 

 

 都構想の原案に近い思い付きは昔から大阪人の間では流布していた。だが長年の間、着想、

願望の域を越えなかった。だが具体化の萌芽は 07年に見え始めていた。筆者は当時、大阪市

役所の市政改革推進会議の委員長として改革に関わっていた。たまたま浅田均氏（当時府議、
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現参議院議員）と歓談する機会があって素案をお聞きし即座に賛同した記憶がある。当時の大

阪市は伏魔殿とも不祥事の巣窟とも言われていた。「このままでは到底、改革できない。どうしよ

う」と思っていた矢先だった。「なるほど都構想か。大阪市役所は大阪府庁を巻き込んだ外科手

術で蘇生できる！」と確信した。 

 

 浅田議員らが本気でその実現を考え始めたのは橋下氏が知事に就任した 08年以降、とりわ

け 10年に維新を旗揚げしたのちだった。当初の主なメンバーは浅田均氏（現参議院議員）、橋

下徹氏、松井一郎氏、東徹氏（現参議院議員）らだった。私も 08年に橋下氏が知事に就任した

後、大阪府の特別顧問として大都市制度の見直しに関わった。10年には著書『大阪維新』を出し

都構想の詳細とその必要性を訴えた。 

 

 やがて 12年、「大都市地域における特別区の設置に関する法律（大都市法）」が成立し都構想

の主戦場は府市の議会に移る。私はむしろ大阪市役所の改革や地下鉄・バスの民営化、府立と

市立の大学統合などを分担するようになった。だが都構想は最重要政策課題である。知事市長

への助言と府市統合本部会議や副首都推進会議での発言はずっと続けてきた。 

 

 しかし、結果として都構想は 10年の歳月と二度の住民投票を経ても成立させることができなか

った。一方で維新への支持率は 70％近くと高い。おそらく「維新の改革は支持するが大阪市役

所の廃止は不安」「コロナ禍の中の制度変更は不安」という住民心理が僅差での否決につなが

ったと思われる。だが否決は否決、負けは負けだ。責任の一端は私の力不足にもある。賛成い

ただいた方々にはひたすらお詫びを申し上げたい。 

 

〇残された課題は多い 

 

 だが二回とも僅差の否決であり、半数近くの方は賛成された。なぜなら過去には目に余る府市

の対立、二重行政の無駄、二元行政による停滞があった。さらに巨大で制度疲労に陥る政令市

の大阪市役所の問題は消えていない。今の松井・吉村体制のようにたまたま維新の首長が市長

と知事を務めるうちは何とか凌げるかもしれない。だが政治情勢が変われば（今の愛知県と名古

屋市のように）また府と市が対立して過去の停滞に逆戻りしかねない。それを防ぐにはどうすれ

ばいいのか。いち早く態勢を立て直し三度目の住民投票への挑戦をすべきか？ それともほか

の方法があるのか？４回にわたって総括をしてみたい。 

 

〇11月 1日を振り返る 

 

 まずは記憶が薄れないうちに、住民投票についての率直な感想を 8つのポイントにわけて解説

したい 

 

【1】維新の理想（都構想）が維新の 10年の実績（二重行政の解消）に負けた 
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 「大阪維新の会」は 10年に都構想を看板に掲げて発足した。さらに都構想の実現を大義として

国政に進出し、国に大都市法の制定を迫った。12年に新法が成立すると、あとはひたすら地元

で大阪市役所の廃止と特別区の設置を求める統治機構の改革に挑んできた。 

 

 その一方で、現行制度の下で少しでも二重行政を解消すべく、維新の知事と市長がそろって選

挙に出て、何事も連携して取り組んできた。同時に地下鉄民営化など大阪市役所の行政改革に

も取り組み財政も好転させた。つまり維新は”都構想なし”でこの 10年、目覚ましい実績をあげて

きた（ 

 

 二重行政の打破についても「バーチャル大阪都」と呼ばれる仕組みを稼働させ、事実上の解消

を図った。第 1には知事と市長の話し合いによる政策協議である。過去に難航してきた淀川左岸

線の阪神高速道路の工事着工が決まり、関西空港へのアクセス鉄道であるなにわ筋線の建設

も決めた。第 2に府と市がそれぞれ外部に持っている出資法人や独立行政法人などを統合して

きた。例えば府市それぞれの信用保証協会、府立と市立の大学、公衆衛生研究所と環境科学

研究所などを統合した。第 3には副首都推進本部の設立である。これは大阪府と大阪市が共同

設置する行政機関であり、職員は両方から出し合い、かつ兼務だ。ここでは筆者（特別顧問）も

参加して水道や消防などの広域化の方策や各分野の府市の政策のすり合わせ、副首都ビジョ

ンの策定などを行ってきた。 

 

 こうした努力を経てこの 10年のうちに二重行政や二元行政が少しずつ解消され、そこにインバ

ウンド増加や万博誘致の成功などが重なり、犯罪や地価など各種指標も好転した。そして維新

は毎回の選挙で高い得票を得てきた。 

 

 しかし、この間に住民の間では将来に向けての危機感が薄れ、いわば外科手術のような都構

想による抜本改革への共感が薄れていったようだ。もちろん維新は「今は知事と市長の人間関

係で府市が協調できている。二人がいなくなればまた昔の府市対立に戻る」と説いた。だが高齢

者や南部地域を中心に、「『バーチャル大阪都』によって課題はどんどん解決されていく。それな

ら今のままでいいだろう」と考える層が多く、反対票を投じた模様だ。（2つ目以降のポイントの解

説は次回以降に続く） 
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2021.1.1 

「大阪都構想 2.0」を考える（その２ 今更の問題提

起）：都市制度の見直しに住民投票は必須とすべき

か？ 

上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 1/1(金) 0:01 

 

大阪市役所（筆者所蔵写真） 

 

 タイトルを見て「ゴールポストを動かすのか？」とお怒りの方がおられるかもしれない。いや、2

度も住民投票で否定された当初の都構想はそのまま復活させることは困難だろう。しかし都構

想を必要とする大都市大阪の状況は変わらない。代替案、つまり「都構想２．０」が必要だ。それ

を考える上ではやはり大都市法が求める「住民投票」というハードルの意味とその高さ（厳しさ）

については総括しておかねばならない。 

 というのは政令指定都市への指定は、事実上総務官僚の裁量によって閣議決定であっさり決

まる。要は陳情だ。だが離脱の際には法律の定めによって極めて”民主的”な住民投票という高

いハードルが設けられる。これはあまりにもアンフェア、いやもしかしたら違憲ではないか？法理

論的な検証が必要だろう。 
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 それはさておき、まずは 11月 1日の住民投票を経て筆者が感じたことを整理してみたい。まず

前回（12月 31日有料版）は 11月 1日の住民投票の結果の総括【１】として「維新の”現実（バー

チャル大阪都）”が維新の”理想（都構想の実現）”を妨げた」ーーつまり、この10年間に知事と市

長の連携と改革があまりにうまくいったため皮肉にも市民は府市対立の弊害を忘れ、都構想に

反対してしまったーーという見方を紹介した。住民投票については実はほかにも残念な発見があ

と 7つある。いずれも泣き言かもしれない。だが今回はこれらを紹介しておきたい。 

 

〇住民投票の総括【2】都市の将来像なしで単に「市役所廃止」の是非を問われイメージがわか

ず、ワクワクしなかった 

 

 選挙は通常、将来ビジョンを掲げる候補者、つまり「人物」に投票する。ところが今回は「人物」

ではなく「自治制度」への賛否を問うた。しかも大阪の将来像や政策など前向きの話は抜き。単

に「大阪市役所の廃止と特別区の設置の是非」のみを住民に聞いた。しかし普通の有権者は

「大阪市役所を廃止した後、誰が為政者になり、どういう都市ビジョンを実現するか」が気になる。

ところが大都市法は「本当に廃止してもいいのか」だけを住民に問うことを求める。「法に基づく

住民投票では必要最低限のことを問う」というのはわが国の法の常識だが、本件の場合、住民

心理を無視した唐突な問いかけとなってしまったのは残念だ。 

 

〇住民投票の総括【3】制度改革をするかしないかだけを迫ったため、現状維持バイアスに阻ま

れた 

 

 マスコミ各社の事前調査では、賛成が反対をやや上回っていた。だが投票日が近づくにつれ、

反対票が漸増した。いわゆる「現状維持バイアス」心理が作用したと思われる。 

 人間は契約の解約、転職、離婚、などを予定していても、いざ実行となると迷いがちだ。今まで

の現実と訣別し、未知の世界に飛び込むには勇気とエネルギーがいる。だから DVを受けながら

も配偶者と一緒の暮らしを続ける人が絶えない。「未知の世界に行くよりも現状のままのほうが

安全かもしれない」という心理が現状維持バイアスだ。 

 

65



 加えて今回は、投票日が近付くにつれ反対派がしきりに「大阪市役所がなくなってもいいのか」

「大阪はだんだん良くなっている。このままでもなんとかなる」といったビラやチラシを配り、街頭

でもキャンペーンを展開し、ますます不安心理をかきたてた。 

 女性と高齢者を中心に反対が多かったのも現状維持バイアスによるものだろう。 

 

 住民投票では、ふだん地方自治制度になじみのない方々に、いきなり「現状維持か大阪市役

所廃止か」を問うた。今の市役所のあり方に義憤や疑問を覚えている人は別として、多くの方々

が「ホントに廃止してもいいかしら」とひるんだのは想像に難くない。しかも府議会と市議会での

議決を経た最終案だけが住民に提示された。 

 

 投票のテーマも「大阪市役所の廃止と特別区の設置について」だった。「廃止」の二文字は強

烈だ。まるで「本当に大阪市役所を廃止してもいいのですか。あとでもう絶対にノーとは言えない

んですよ。大丈夫なんですか」とダメ押しで迫るようなテーマ設定だった。他地域の政治家からは

「それでも半数近くの方が賛成というのはすごい。よく頑張ったね」と慰めの言葉をいただいたが、

結局は負けた。現状維持バイアスの威力は侮れない。 

 

〇住民投票の総括【4】議会で議決済みの案を最後に住民に見せ、賛否を迫るのは冷たい官僚

主義ではないか 

 

 民主主義は最終的に多数決でことを決する仕組みだ。大都市法もそれを前提に住民投票を求

める。だから所詮は住民にはイエスかノーか迫る。だが住民の多くは普段は地方自治について

ほとんど考える機会がない。自信をもって判断できない人、不安に駆られる人が続出したのは想

像に難くない。 

 その意味では、大都市法は民主主義にはのっとっているが実はあまり”民主的”ではない。本

来は「熟議」のようなプロセスを踏み、住民集会で「今のままでいいですか」「制度を変えるとした

らこういう多様な選択肢がありえます」「それぞれのメリット、デメリットはこうです」といった討議を

重ね、そのうえで住民代表を選び、彼らも交えて議会で公開討議をし、そこで決を採るといった

やり方があったのではないか（裁判員制度のように）。 

 

〇住民が熟議をするべき 
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 「都構想」とは大都市の将来ビジョンから出てくる制度変更である。本来は、 

（１）将来の大阪はどういう町にしたいか、 

（２）（１）の実現のために大阪府を東京に倣って都区制度上の「都」にしてよいか（ゆくゆくは名称

も「大阪都」にしてよいか） 

（３）その場合、あわせて大阪市は政令指定都市を返上し、さらに合区、つまり分割再編して４つ

の特別区に分割してみたらどうか 

（４）その結果、大阪市役所は廃止されるが、念のため。以上の流れで納得できるか、と住民に

熟議を求めるべきだった。 

 

 もちろん時間はかかるし方法論は考えなければならないが熟議には内外の多数の先例がある

（原発問題、年金問題など）。時間がかかるという点については初回 05年の場合も今回の場合

も議会審議の過程で会派間の対立が消えず、結局、それぞれ３～5年かかった。今となっては結

果論だがその間に住民が熟議するだけの時間はあった。 

 

 そしてその過程で、もしかしたら「大阪市役所を残したまま 8区に再編してそこに権限を渡す総

合区制度」など複数の選択肢を洗い出し、それらに対する住民投票を行い、その結果と熟議の

経過を参考資料として議会審議するというやり方もありえたのではないか。 

 

 ところが先述のとおり、大都市法は議会で議決済みの案への賛否を最後の段階になって念押

しで住民に聞くことのみを義務付ける。 

 法定の住民投票という手続きは、直接民主主義を取り入れるという意味では確かに民主主義

的だが実は住民に対しては一方的に選択を迫るだけであり、あまり優しくない。冷たい官僚主義、

手続き優先主義でしかない。 

 

 地方制度のあり方については、そもそも民意の問い方、制度案の内容、合意形成の仕方は各

自治体の実態に合わせ、各地で自由に決めるべきだ。国が法律で規定するからこのような紋切

り型、手続き優先の決定過程となる。国の法律で制度変更のやり方を全国一律的に決めるとい

う大都市法の設計思想がそもそも時代遅れではないか（ちなみに後述のとおり市町村合併の場

合、住民投票は法律上必須とされず、やり方も条例に委ねられる）。 
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〇住民投票の総括【5】府と市の統合だから本来は府民全体の住民投票にすべき 

 

 市町村の合併の場合、当事者の両議会の議決だけで済み住民投票は不要だ。ところが府市

統合の手続きを決める大都市法は府市両議会での議決を経たうえで大阪市民だけに住民投票

を求める。これは奇妙だ。今まで大阪市役所が担っていた市内の広域行政の仕事を大阪府が

担当する（引き継ぐ）ことを歓迎しない府民もいるかもしれないからだ。 

 

 だから「政令市のことだから大阪市以外に住む大阪府民には関係ない」「大阪市から特別区へ

の移行を迫られる大阪市の住民が不利益を被るかもしれない」という理由の元で大阪市民にの

み住民投票を求めるという理屈は無理がある。そもそも府議会には議決を求めているのだし。住

民投票では少なくとも大阪府民の意思も確認すべきだろう。 

 

〇住民投票の総括【6】そもそも住民投票は必要だったのか 

 

 今回の住民投票は住民にとっては極めて難しい内容で、しかも府議会と市議会ですでに議決

済みの最終案に対して賛否を迫るというかなりの”無茶振り”だった。住民はそもそも「政令指定

都市」「広域行政」「特別区（反対語の行政区）」「合区」という４つの難しい概念を理解したうえで

それらを大阪府と大阪市の実態に当てはめ都区制度が機能する姿を想像しなければならない。 

 

 大方の人にとってこの作業は日常生活とは縁が遠く、難しすぎる。仮に可決されていたとしても

本当の理解を得て過半数が得られていたかどうか極めて疑わしい。逆に否決されても正しく理

解された上で否決された方が大多数とも思えない。しかし、そんな難しい内容の住民投票を大都

市法は過酷にも義務付けているのである。 

 住民に対してあまりにも無慈悲、理不尽でないか。 

 

 市町村合併の場合も住民投票はままある。しかしあくまで任意だし、水平合併の場合はまだ合

併後の姿が想像がつきやすい。しかし府市の垂直の統合は誰も見たことがない。しかも政令指

定都市だの特別区だの合区だのと日常の生活を超えた抽象概念が並ぶ。なぜ大都市法はここ

までに制度変更に対して消極的（現状維持志向）なのか？ 
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 筆者はこう推測する。 

 市町村合併は、国・総務省が主導してきた。だから議会がやりたいと決めれば、さらに住民意

思を問わなくても進めてよいとした。そこで住民投票はあくまで任意とした。しかし大阪都構想は、

国ではなく自治体側、しかも自民党ではなく地域政党の維新から出てきた案である。都構想は

国・総務省からすれば自分たちが言い出した案ではない。そもそも政令指定都市の廃止や府市

統合には特に興味がなかった。あるいは維新が言い出したため妥当性を疑い、あるいは政権与

党の自民党の意向を忖度し、住民にノーと言う機会を必ず与えよう、ハードルを高くしようと考え

たのではないか。 

 

 そもそも国・総務省は昔から大都市問題に関しては手薄だったしエキスパートも数多くない。大

阪市役所も総務官僚の出向を受け入れてこなかった。国・総務省と大都市行政の現場からの遠

さももしかしたら無茶で冷淡な制度設計になった要因のひとつかもしれない。 

 

〇住民投票の総括【7】スピーディな合意形成を迫る法律にすべきだった 

 

 都構想は提唱（2010年）から 5年を経て一度目の住民投票にかけられた（大都市法の成立か

らは３年）。そこで否決された後、再び 5年もかかってやっと住民投票にかけられた。しかも仮に

今回可決されていたとしても移行は 2025年とされていた。大都市制度の見直しは軽々しくやる

べきではない。だが１５年間もかける必要がないのは明らかだろう。 

 大都市法で議会と住民の合意形成を求めるのならば、賛成派、反対派の双方に決定までの期

限を定めるべきだろう。大都市を取り巻く環境はどんどん変わる。だからこそ制度を変える必要

がある。ところが今の大都市法の規程にはスピードという概念はなく制度変更に多くの時間を要

する法律となっている。第３者による審判や議会審議に期限を設けるなど時間短縮を促す規定

を入れるべきではないか。 

 

〇住民投票の総括【8】都道府県と市町村の役割分担に国は関与せず、各地域の自主性に任せ

るべき（官官規制の廃止） 
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 さらに深く考えると、そもそも同一県内で都道府県と市町村の役割分担を見直す程度のことは

各自治体が自由に行ってよいのではないか。つまり、本来は２０１２年に大都市法を作るよりも、

地方自治法を改正して、自治体が条例で都道府県と市町村の役割分担や権限を自由に見直せ

るようにすべきだった（当時の政治情勢に照らすと実現可能性は高くなかったが）。 

 

 すなわち、都道府県内の市町村と都道府県庁の役割分担のあり方に国は一切関与すべきで

ない。合併や統廃合、役割や権限を移行させる手続きも自治体が条例で決めればよい。住民投

票をするかしないかも、その結果にどういう拘束力を持たせるかも府議会、市議会で審議して決

めればよい。さらに投票運動やデマの規制についても条例で臨機応変に決めるようにすべきだ。

そうしておけば当日のビラ配りや投票所の前での勧誘など、通常の選挙ではありえない混乱や

デマの氾濫も防げる。  

 

 以上、8つの総括ポイントを述べたが「所詮は敗者の泣き言」と思われたかもしれない。その通

りだが、今後、つまり「都構想２・０」を考えるにあたっては、そもそも「住民投票」は民主的な手続

きだったのか、制度改革にあたって本当に絶対の要件なのか、そして制度改革の手続きをそも

そも国が定めること自体が地方分権の本旨に沿っているのか、原点に立ち返って考えてみる作

業に意味はあろう。次回は現実に立ち返り、今後の「都構想２．０」の方向と再稼働に向けた課題

を考えたい（1月中に有料版で提供する）。 
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2021.1.20 

コロナ入院拒否の罰則は、逆効果かもしれず日本

を中国みたいな「上有政策、下有対策」 

社会に変えかねない 

上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀  

 

イメージ写真：公開画像より引用（写真:アフロ） 

 

厚生労働省は、今月１５日開いた専門家会議で、感染症法を改正し、コロナ患者が療養の要請

に応じない場合は自己負担で入院するよう勧告し、拒否した場合は罰則を科すという案を示した。

また保健所の調査を拒否したり、虚偽申告したときの罰則も設ける方針のようだ。 

 これは行政が示すべき方針としては正しいだろう。だが大衆心理をわきまえた実効力あるコロ

ナ対策になるか疑問だ。すでに隔離生活を送りたくないので検査を忌避する人たちがいる。ここ

で療養拒否に罰則を付与すると、療養隔離を恐れて PCR検査を受けなくなる人が増えるかもし

れない。そして彼らが感染拡大の温床になりかねない。メディアでは人権侵害等の懸念も議論さ

れている。それも問題だがそれ以前に実効性のある施策かどうか、行動経済学や心理学のプロ

も入れて考え直したほうが良いとおもう。 

 

 中国には「上有政策、下有対策」という有名な言葉がある。もとは「国が政策を打ち出せば国民

は政策に対応する具体策を考える」という意味だが、現在は「政府が何かを決定すれば人々は

何らかの抜け道を考えだす」という意味だそうだ。コロナ禍の中、こうした罰則を設けると日本で
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も中国型の上下乖離が始まるのではないか。政府は、大本営発表ごとくに「あるべき論」「建前

論」を発信する。それを横目に一部の国民は神妙な顔をしつつ、裏で自己利益を追求し脱法す

れすれの行為に走る可能性がある。脱税、マスク買い占めがいい例ではないか。かくして社会

は相互不信、学級崩壊状態に陥るーーコロナを巡って日本にも「上有政策、下有対策」の二重

構造ができるのではないだろうか。 

 

●陽性が判明すると生活できなくなる人たち 

 

 非正規雇用の人たちの中には、コロナに感染したと雇用主に知られると仕事ができなくなる人

たちがいる。接客、飲食、運輸、工場勤務など現場の多くの仕事はそうだ。自宅でパソコンや電

話でできる仕事以外ほとんど無理になる。私は複数の企業経営者から「派遣労働者の一部は、

怪しくても PCR検査は絶対に受けない」「職場での一斉検査を忌避する動きがある」と聞いた。 

 検査忌避は社会的には非難すべき行為だ。しかし「陽性と分かれば収入が半月も途絶える。

自覚症状はない。背に腹は代えられない。検査は受けない」と考える人がいても不思議ではない。

政府や雇用主は「すこしでも怪しいと思ったら検査を」と呼びかける。理屈上は正しいが、従わな

い人々がいるのを前提に考えるべきだ。検査に行かないというのはまさに「下有対策」の典型だ

ろう。 

 筆者は愛知県のコロナ対策委員会の専門委員をしているがその関連や医療関係者、経営者

から実態をきく機会が多い。コロナ対策は「あるべき論」「理想論」ではなく、どういった「下有対策」

が起こりうるかを先に考え、そこから逆算して実効の上がる政策を考えるべきだと思う。関係者

は命を削って懸命に努力されている。ウィルス相手に誰も決定的な対策案は出せない。むやみ

に政府を批判しても仕方がない場合だ。だが「下有対策」に走る人々の心理を見据えた政策が

必要だろう。例えば罰則よりも治療して快癒した際には休業報奨金を渡したらどうか、休業補償

の保険制度などはどうか、といったアイディアである。 

 

●気がかりな為政者のパフォーマンス志向 

 

 ところが政策を出す側の為政者、国と自治体の一連のコロナ対策を見ているとこうした工夫よ

りもパフォーマンス、”やってるフリ”の演出に追われているように見える。 

 国難を前にマスコミや大衆は為政者にわかりやすい政策を求めるからだろう。そこで為政者側

は中身より形式を整えようとする。その象徴が今では意味が薄かったと批判される前政権時代

の全国一律の学校休校であり、今回の各自治体の”緊急事態宣言ねだり”ではないか。もちろん

前者には社会全体を引き締める効果があった。後者も出すという結論は正しいだろう。しかし、

そこに至る過程が国民、住民の安全確保よりも為政者の支持率維持のため、つまりパフォーマ

ンス優先にみえてしまうのだ。 
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 現に少しでも動きが遅いとみられると今回の菅総理のようにマスコミ（特にワイドショー）が政府

は無策と批判する。それを恐れ為政者はいっそうのパフォーマンスに走る。ある種の悪循環に陥

っていないか。 

 

●コロナ対策は戦争とおなじ 

 

 コロナとの闘いは戦争と同じ、国を挙げての総力戦である。しかし戦争の歴史をたどればおよ

そわが国は戦争は得意ではない。海外を見ない国内世論の弱腰外交批判に敗けて国際連盟を

脱退し敗戦に至った国である。今回のコロナとの戦いでは「欲しがりません勝つまでは」は、いい。

「兵隊さん（医療従事者）みんなで支えよう」も当然である。だが今回の戦時体制では政府をむや

みに批判し、公開粛清する”芸風”はやめたいものだ。 

 

●苛烈な政府批判は儒教文化の弊害 

 

 国難に際し、マスコミが先頭に立って大衆を扇動し為政者に冷静な判断をさせないという”芸風”

はおそらく儒教文化に由来する。儒教文化の元、韓国の歴代大統領を次々に起訴し、また文化

大革命では学者たちを糾弾したあのパワーの源泉である。儒教文化のもとで古代中国では雨が

降らないのは天子のせいだと皇帝が批判され、易姓革命で王朝が変わった。儒教文化ではふだ

ん民衆は政治に口を出さず、統治されるだけの存在だ。だがいったん食えなくなると為政者に牙

をむく。これが悪しき儒教文化である。だから、今どきの総理は、天災のもと菅さんだろうが誰で

あろうがコロナのせいで針の筵に座らされるのだ。 

 悪しき儒教文化に煽られた民衆、いやマスコミは数字やリアルをきちんと見ない。専門家の分

析を尊重しない。一方、為政者は粛清を恐れ、実質的な対策（たとえばワクチンや看護人材の確

保）よりも、「緊急事態宣言」を出すかどうかといった「儀式」のタイミングや「やってる感」の演出

に心を砕く。 

 手続きが本質よりも優先されるのは官僚主義の悪弊だが、天災時の悪しき儒教文化がそれを

さらに増長させる。ひたすらの形式主義だからワクチン接種の具体策よりも、政府が「緊急事態

宣言」をいつ出すかを全国民がかたずを飲んで見守る。緊急事態宣言は、国民の感染防止のた

めというよりも、為政者の対面維持のためにあるのかもしれない（言い過ぎだが）。 

 

●合理的判断では踏みとどまれない為政者たち 

 

 経済的理由の自殺が感染による死亡者を上回る懸念があるといわれる。ならば、マスコミが何

を言おうが、知事や総理はデータを見つつ「むやみに緊急事態宣言を出すのは踏みとどまる」と

いうのが本来の姿だろう。GOTOの中止も同じだ。菅さんはすぐにはGOTOをやめようとしなかっ

た。あの時点では正しかった可能性がある。移動だけでは感染蔓延には直結しないという見方
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もある。GOTO中止に伴う地域の経済的マイナスとそれに起因する倒産や自殺の数はきちんと

実証されていないが、経済的自殺とコロナ死亡者数のバランスをどう比較考量するか、という問

題でもある（もっとも、それを計算したらわが国では「命の数値化をするな」「一人の命は地球より

も重い」といった批判炎上を招きかねないが）。 

 だからこそ、菅さんはGOTO中止の判断は、いったん放置しスルーしようとしたのではないか？

しかし、それを目ざとくマスコミが見つけた。かくして菅さんは「後手にまわった」とマスコミに攻め

込まれ、公開粛清されそうになったのではないか。 

 

●なぜワクチン戦略を主軸にしないのか？ 

 

 コロナは誰にとっても未知の恐怖であり、政府にとっても未知の経験だ。だからあまり批判はし

たくない。日本の死亡患者数はそれほどひどくはない。結果オーライかもしれない。だが、あわて

て感染症に指定した経緯、学校を休みにした経緯、マスクを配って不手際が目立ったこと（台湾

等に比べ）、今回あわてて緊急事態宣言を出し、罰則を設ける議論まで始めたことなど、どたば

たが目につく。夏にも蔓延していたのだから、夏の間にもっと考えておくべきだった。そして、そも

そも政府は緊急事態宣言を出す出さないで悩むよりも、なぜワクチン接種の具体戦略をさっさと

示さないのか？担当大臣を決めたのはいいが、戦略の中身が知りたいものだ。英国は厳しい状

況が続くがワクチンだけを社会の希望の灯として踏みこたえているようだ。英国には対独戦争で

のチャーチルの見事な指導力という戦勝の歴史がある。学ぶべきだろう。 

 

●次は開業医、医師会攻撃か？ 

 

 衆愚政治は常に新たな敵を探し、粛清する。GOTP中止と緊急事態宣言の遅れを巡っては総

理を攻撃した。次は「なぜもっと患者を受け入れないのか」と一部の病院や医師会を攻撃するか

もしれない。その次は「なぜ日本はワクチン認可が遅い」と厚労省が攻撃されるのだろうか。 

 わが国の場合、長年、官僚主導で「目立たなきゃ大衆は気が付かない」だろうという秘密主義、

ある種の意愚民政策が行われてきた（特に日米関係、防衛関係）。それがこの 20年で「官邸主

導」の政治に変わった。ならば官邸は専門家や官僚にエビデンスをきちんと示させ、意味ある戦

略を示すべきだ。学校休止にしてもマスク配布にしても、GOTOにしてもかつてなら文科省や厚

労省、国交省がプロと相談し、一定の判断をしていたはずだ。それが最近は素人の官邸が、実

質、マスコミにあやつられながら衆愚政治の増幅装置になっていく感がある。 

 

●非常時の指導モデルが必要 
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 以上は私の愚痴である。愚痴の最後に、つくづく東アジアの儒教文化の中でのリーダーシップ

は厄介だとおもう。韓国の大統領ほどではないが、日本でもこのままでは政治家のなり手がます

ますいなくなる（なりたい人はますます不適格な鉄砲玉のようなマッチョばかりになる・・）。 

 

 為政者の成功のパターンは今のところ、 

①まずは敵をつくって大衆支持を得て、それで信任を得て頑張れるだけがんばり、 

②大衆に手のひら返しされ、捨てられる寸前に辞める 

これだけのように思える。 

 小泉さん、橋下徹はこれができた、賢いと思う。しかし、彼らは平時だからこれができた。郵政

問題や二重行政問題という見えていない課題を掘り起こし、火をつけた。 

 だが、今は非常時だ。わが国は非常時に向いた為政者の指導モデルを見出す必要がある。ま

た、それを模索するのはマスコミ関係者の責務でもあるはずだ。 

 菅総理を批判して留飲を下げている場合ではない。目の前にある危機をどう回避するか。わが

国に官邸は一つしかない。批判は大いにすべきだが（意図していないにせよ）粛清ごっこをして

いる時期ではない。 

 そして国民も「上有政策、下有対策」に陥ってはならない。これは戦争であり、上下一体の戦い

が必要である。早めの情報公開、早めの試行錯誤を上も下もなく繰り返すべきだろう。 

 

75



 
2021.2.28 

読書体験はどんどん人に語るといい。社交の触媒に

なるだろう  シリーズ：読書を習慣化する（その４） 

上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀  

 

出典：TOOL BOX ESTONIA 

 前回のシリーズ３回目では、電子書籍の良しあし、そして本を読む際に線を引いたり、メモをと

ることの是非を考えた。今回は読んだ内容の定着について考えたい。 

 

 前回のシリーズ３回目では、電子書籍の良しあし、そして本を読む際に線を引いたり、メモをと

ることの是非を考えた。今回は読んだ内容の定着について考えたい。 

 読んだ本の内容はどんどん忘れていく。だが読めば読むほどその分野についての嗅覚が効き、

自信がついていく。これはどういうことだろう。本を読むと自分の中に何かが蓄積され、それが今

までの人生経験の座標軸のどこかに位置するようになる。その実感がその分野についての自信

や何かの判断のベースとして作用する。これが読書体験の効用の一つだ。 

 

 もっとも、読んだ内容をきちんと人に説明できる場合は少ない。メモを取り、線を引くのだが驚く

ほど忘れている。そもそもメモを見返すことはあまりなく、見返しても読書体験が鮮明によみがえ

るわけでもない。しかしいつの間にか、何かの拍子に我々は本で読んだ内容をあたかも自分の
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意見のように人に語っている。あるいはものごとの判断の際に無意識に使っている。これが読書

体験の定着だ。 

 

〇読書体験は幼少期体験に似ている。 

 

 幼少期の体験の典型は家庭環境だろう。例えば商家に生まれ育った人の場合、大人になって

もにぎやかな環境、人の出入りの多い家庭を好むなどとしばしばいわれる。あるいは「親から聞

かされた話」「親の習慣」が長い年月を経て、自分の体に染みついていく。子供の頃は全く興味

がなかった親の趣味、例えば謡曲や俳句にいつの間にか自分もはまっている、あるいは親から

何度も聞かされた「火事の恐怖」が無意識に定着していて火の用心には人一倍気を付けるとい

ったようなことだ。明治の人の伝記に「子供の頃に漢籍をひたすら素読させられた」というのがよ

くある。子供だから意味が分からずに読んでいて決して効率は良くない。だが本人は「後になっ

てその素養が役にたった」と述懐されている場合が多い。その時は分かっていないが子供だから

覚え、親しむ。それがのちの読書体験の際に自信となり咀嚼が早くなるのだろう。 

 

〇読書体験と一人旅 

 

 読書体験は一人旅の体験にも似ている。一人先は行先選びに始まり、乗り物や行程の設計、

食事や宿の選択など意思決定の連続だ。これは選書のプロセスに近い。数ある本の中から一冊

を選ぶのは行先選びと同じくらいの意思決定だ。何しろ、数時間をそこに費やすのだから。そし

て読書も旅も未知の人や文物との出会い、刺激に満ちている。終わると一定の達成感があり、し

ばらくするとまた行きたくなる。これも読書と似ている。 

 

 旅から何を得たのかというと必ずしも明確でない場合も多い。だが「パリとはだいたいああいう

感じ」「ミャンマーのデモというがあのおとなしい人たちが連日あれだけ集まるということはよほど

のことだろう」といった嗅覚、土地勘が働き、世界の読み方が深くなる。これも読書に似ている。

例えば量子力学や宇宙科学の本を数冊読んでいると量子コンピュータがどうだなどと聞いても

わかる気がするから不思議なものだ。旅も読書もまさに見聞を広め、世間に通じる効用がある。 

 そういう意味で読書は「会えない人の話を聞く疑似体験」「行けない場所に行く疑似体験」と割り

切るとよい。メモや線を引くことも実は疑似体験の印象を記憶にとどめる行為だ。メモは後から見

返してみてもよくわからない。だがメモをとることで疑似体験の記憶が深くなる。線引きもあとから

抜き読みしたくらいではあまりピンとこない。だが本全体をパラパラめくって再読する際に、読ん

だ時の感動を再現させる力がある。その意味ではメモも線引きも旅先での写真撮影に似ている。

あとで写真を見ると楽しかった思い出がよみがえってくる。メモや線引きもあれと同じようなものと

いえるだろう。 
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 このように基本、読書体験は旅や人の話を聞くのと同様に楽しんで気楽にやっていけばよい。

得た知識をそのまま使える場合は少なく、たいてい忘れてしまう。むしろ潜在知識として自分の

頭のどこかに堆積し、考えをまとめる際に触媒のように作用する効果を期待したほうがいだろう。 

 

〇特定分野に精通するにはアウトプットを出す 

 

 だが読書の目的は雑学、娯楽、教養だけではない。例えば株式投資を始めたので経済や金融

について学びたい、あるいは趣味で始めた油絵への興味から欧州絵画の歴史、さらにルネサン

スの芸術や社会について学びたい。中国に行くので歴史を知っておきたいなど目的が明確な読

書もあるだろう。こういう場合は読書で知識の体系化を図るといい。例えば西洋絵画の場合、キ

リスト教とギリシャ神話に題材をとったものが多い。ならば聖書とその解釈を巡る教会の歴史に

始まり宗教改革などに広げていく（あるいは自ずと興味が広がっていく）。こうした体系的な読書

は調べものに近く、やはりノートを取りながら読むのがよく、受験勉強のノウハウと大筋は変わら

ないだろう。 

 

〇仲間と語らうことの意味 

 

 短期間で一気に読解のレベルを上げるには勉強会がいい。私の場合は大学時代のゼミの恩

師（上山安敏氏、西洋法制史）に鍛えられた。毎週、課題図書が一冊ずつ与えられ、各自が書評

レポートを書いていく。当時は全てが手書きだったか A４で３枚ぐらいの量を必ず用意しコピーを

ゼミ生全員に配る。それに沿って自分の意見を各自が説明し批評しあう。最後に先生から総括コ

メントをもらう。これは読む力と書く力がついた。ちなみに数年後、プリンストン大学に留学した時

に政治学の博士課程のゼミに入れてもらったがそこでも先生は同じやり方で指導されていた。英

語だからもの凄く辛かったが大変ためになった。 

 

 そういうわけで私は慶應の大学のゼミでも同じ方式を踏襲している。学生たちは最初の頃は毎

週一冊ずつ読んでくるだけでひと苦労だ。批評文を毎週出させるが、学期初めにはただの抜き

書きか要約に毛の生えた程度のメモしか書けない学生もいる。だが期末にはそろって新聞書評

欄も顔負けの批評文を書いてくるようになる。読んで、書いて、それを 3人一組の班で議論し、批

評を受ける。そのうえで班としての意見をまとめて発表し、最後に私から講評を受ける。同じ系統

の本について毎週、それをやっていくうちに読み、書き、話す能力がスパイラル状に上がっていく。

一番効果が上がるのはおそらくゼミ生同士の討議だろう。そこで自分の考えを話し質問に答えて

いく過程で思考が洗練されていくのだと思う。 

 

〇書評を書いてみる 

 

 毎週、本を読んで批評文を書くのは大変なようだが実はやり方を決め、慣れると簡単だ。まず

線を引きながら全体を読む。翌日、線を引いた個所を拾い読み、あるいは要約して引用し各章
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の要約を書いていく。それをつなげると本全体のあらすじになる。これで批評文の前半は完成だ。

次は素朴な感想を書く。ここでは「ｘｘについては思い込みと違った見方に触れてよかった」「説得

力はあったがエビデンスは不十分だ」といった思ったままの感想でいい。そのうえで最後にまと

めとして背伸びした批評文を書いてみる。古典であれば当時の社会事情に触れつつその本が果

たした役割だとか、今の世情に合わせてみても同じことが言える（例えばマルクスの搾取論など）、

ネットの普及を前提にすると著者の理論は見直す必要があるといった解釈論である。批評文は

「要約」「感想」「批評」の３部構成で書いていくと素人でも書ける。慣れてくると 3つの要素を格好

よく練り上げた本格的な批評文が書けるようになる（学生の場合でも 2年くらいでできるようにな

る）。 

 

〇インプットとアウトプットは車の両輪 

 

 社会人の場合は一人で読んでおしまいという場合が多いだろう。それでもブログや noteで発信

するといい。読書ノートや先ほどの一冊ずつの批評文は似た分野の本について書き溜めていく

と、それらをもとに自分の意見が出せるようになる。するともうエッセイストの入口に立っている。

よくいわれることだがインプットとアウトプットは車の両輪だ。たくさんの本を読むと自ずと自分も

エッセーや本を書きたくなる。そのうち書きたいテーマが出てきて、それにあわせて本を読むよう

になる。するとアウトプット志向の読書ができるようになり、ますますスピードが早くなり、内容も

充実していく。 

 

〇読書は社交の触媒 

 

 忙しいビジネスピープルの場合、読むだけで忙しく、批評文まで書くのはたいへんかもしれない。

その場合は日常会話の題材で最近こういう本を読んだのだが「〇〇」ときいて驚いたなどと切り

出す。特に使えるのは統計数字だ。例えば最近は猫が増えて犬が減っている。専業主婦が減っ

たり散歩が大変だったりいろいろ理由はあるのだが犬猫ペットの話題はあたりさわりなく、よく酒

席でもでてくる。そうした際に本で読んだ数字入りのエピソードが話せると格好いい。また人に読

書体験をもとに話をすると知識が体系化、定着しやすくなる。 

 

 ちなみに日本のビジネスピープルは本は読んでいるものの同僚たちとの会話の中でそれは開

陳しない傾向がある。だがあえて持ち込んでみると非常に面白い。文化に興味のなさそうな人に

本で読んだ話をしてみると意外に茶道や日本建築に凝っていたり、最近奥さんがフランス映画を

たくさん見ているなどその人や家族のパーソナルな話題を引き出しやすくなる。話題がどんどん

広がり、またお互いの趣味嗜好が話しやすくなり親しさが増す。読書体験は極めて個人的なもの

なのだが実はそれを咀嚼し、人に伝えることで人と人がつながるきっかけになる。読んだら書く、

書いたら見せる、あるいは語る。これが読書ライフを楽しむ、あるいは習慣として定着させるコツ

だと思う 
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2021.3.31 

「貨幣信仰」から「データ信仰」へ：静かに進む脳内 

支配の主役の交代 

上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀   3/31（水）23：33 

 

出典：TOOL BOX ESTONIA 

 

 今春、仕事で京都にしばし滞在したが古くからあるお寺と神社の多さに改めて驚いた。そして

敷地は広く建物は立派で庭や仏像は一流揃いだ。こうした豪華さは往時の宗教と権力の密着

ぶり、そして当時の人々がいかに「祈り」を大事にしていたかを物語る。現代人は街の大部分を

道路やビルに充てビジネスに勤しむが古代・中世の人たちは祈りの施設である寺社に莫大な

投資をしたのだ医療もない時代だ。神仏にすがり、祈る以外に手立てはなく宗教は生活と人生

に必須だった。 

 

○現代人は神仏の代わりに貨幣を信仰する 

 

 さて、現代人の祈りの対象は何か。我々は貨幣を信仰している。そんなつもりはない人がほと

んどだろう。だが我々は仕事も趣味もお礼も謝罪も無意識のうちに貨幣価値に換算して考える

（値踏みする）癖がついている。貨幣信仰は集団現象である。自分の蓄財に無頓着な人でも他

人への気配りではお金のことを気にするものだかくして何事もお金と数字抜きでは語りにくい。 
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○脳内を支配するもの 

 

 人間の拠り所、大事なもの、価値意識は時代と文明で大きく異なる。しかもそれは信仰に似て

いて本人は無意識で当たり前の大前提が、他の文明から見ると理解し難い場合が多い。例え

ば来世の行く末を案じ加持祈祷にすがる平安人の姿は我々には奇異に映る。主君の名誉のた

めに命を捨てる忠臣蔵の物語も現代人には理解しにくい。 

 だが、逆に平安人から見れば貨幣信仰に毒され、将来不安の解消を通帳の数字のゼロの数

を増やして解消する我々の姿は滑稽だろう。「貨幣信仰」だけではない。化石燃料を使った拡大

再生産を前提にする資本主義のスピードは狂気にしか見えないだろうし、「選挙信仰」に代表さ

れる民主主義で有能とも思えない代議士が選ばれ、偉そうにしている姿は理解不可能である

に違いない。 

 

○頭を真っ白にして「貨幣」の次は何か考える 

 

 貨幣の代わりに何が、資本主義の次に何が来るのか。それは数百年かけ見えてくることかも

しれないが筆者は「貨幣信仰」は「データ信仰」に、そして「民主主義」は「科学至上主義」に変

わる気がする。 

 

○貨幣からデータへ 

 

 「２０世紀は石油、２１世紀はデータ」と言われて久しい。そして当初はデータといえば個人の

消費行動や生活習慣、健康データが想定されていたが、プライバシーの問題からモノのデータ

に注目が集まる。特に街のあちこちにつけたセンサーから入る画像や人と車の動きに注目が

集まる。都市計画の世界ではデジタル・トゥインを使った都市活動のシミュレーションも始まる。

シミュレーションの元データは水道や電気の使用量や街に置いたセンサーや携帯端末から入っ

てくるGPSデータだ。これらをAIを使ってビッグデータ解析する。すると都市計画の専門家が気

がつかなかった人や車の動きが見える化され、予測され、想定外の街区割りや道路の位置な

どの案が出てくるという。さらに進むと都市のあらゆるデータがリアルタイムで入ってきてデジタ

ル空間上でいつでも都市経営のシミュレーションができたり、災害時の人や車の誘導に使えた

りすると見込まれる。 

 

○データ本位主義、そしてデータ信仰へ 

 

 都市計画の世界ではやがて「データ本位主義」とでもいうべき状況が出現するだろう。つまり

建築家のひらめきや住民の肌感覚だけでは街の設計はできずデータにそってAIが示す合理提

案に沿っているかどうかが重視されるようになる。その先には「住民投票で物事を決めるより AI

で決めたほうがいい」「選挙で選ばれた政治家よりもデータが計算して導き出した答えの方が正
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しい」という状況が生まれかねない。だがデータ本主義の時代の政策判断の担い手は誰なの

か。自動運転車の事故責任は誰が負うのかまだ答えがでていないが、同じ問題が生じる。 

 

○貨幣が人の脳を支配するようになったプロセスに学ぶ 

 

 未来のデータ本位主義の姿は、貨幣がたどってきた歴史から類推できる。貨幣は当初は売買

を媒介するに過ぎなかった。ところが今や手段であるはずの貨幣が経済を撹乱し、いわゆる投

機経済となって実体経済を動かす。そして投機経済で巨万の利が得られれば金利だけで生活

ができ、永遠に財産は福利で増え続ける。また「お金が儲かるのなら何業でもやる」という起業

家が現れる。今や貨幣は意図せざるして人間をコントロールする存在になった。だが、貨幣は

所詮は抽象的な存在だ。将来使えるお金の可能性を政府が保証するという期待の現れにすぎ

ず実態は危うい。ところがその儚い存在が我々の脳を支配し、行動を誘導し、そして社会を形

作っている。これが貨幣信仰の姿だ。 

 データもやがて貨幣のような存在になるだろう。企業は、目の前の消費者の声に耳を傾けず

AIによるビッグデータ解析の結果を信じて製品開発をするかもしれない。そして AIによる世論

調査解析の結果に合わせた政策を展開しようという政治家が出てくる。あるいは政治はAI依存

派と人智優越派の戦いになるのかもしない。 

 

〇科学至上主義が民主政治を凌駕する 

 

 データと並んでもう一つ厄介な存在は科学である。現代社会は電力、インターネットなど科学

が生み出したもので溢れている。科学は豊かさと同時にリスクも増大させた。例えば原発事故、

核兵器、温暖化、サイバーテロなどだ。科学は自らが生み出したリスクの管理のためにも必要

とされている。 

 だが科学的判断は科学者による専門家チームに委ねるしかない。その判断が正しいか否か

も科学者仲間にしかわからない。従来の政治判断は国民の目に見えるものが多かった。治安

維持や経済は体感もできた。だが放射能やサイバーテロは目に見えない。政治家はリスクをア

セスメントし、回避策を見出すためには「見えないものが見える（とみなされている）」とされる科

学者の意見を追認するしかない。 

 かくして政治家は自らは判断せず、何事も科学者に委ねるようになる。そして科学者たちは政

治家よりも人々に信用されるようになるだろう。ところが科学者チームの判断の是非は科学者

以外は誰もチェックできない。科学信仰は政治家による裏書きを得て、ノーチェックで社会の

隅々に浸透するのではないか。ちなみに先般の学術会議のあり方をめぐっての政府と学者グ

ループの意識のずれはこうした予感に由来するのではないだろうか。政治は科学を利用する妙

味を感じ始めている。であるが故に科学者グループに対する先制マウンティングを厭わないの

ではないか。 

 

○アカデミック・プロェッショナリズム 
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 以上みてきたようにデータは貨幣に、科学至上主義は民主主義に変わって私たちの脳内を支

配するだろう。そして我々が無意識のうちにデータと科学至上主義は社会を動かす中心的存在

になるだろう。だが何事にも絶対はない。過度なデータ信仰や科学至上主義は危険だ。この２

つを制御する存在が生まれなければならない。 

 かつての貨幣の暴走の危険性については中央銀行というイノベーションで対処した。中央銀

行は政治からもビジネスからも中立な存在で、貨幣がその本来の役割である取引に専念でき

るよう市場を管理してきた。そして資本主義の暴走については政府が独占禁止法などの手段で

制御してきた。データについては交換や利活用の仕組み作り（いわゆるデータ連携基盤やデー

タ銀行）が始まっているが貨幣信仰と同じような害悪への洞察はまだ始まっていない。科学信

仰についてもその分野の科学者の良識だけに任せているのが実態だろう。我々は、脳内を支

配するものに対する違和感を感じない。そうなる前に貨幣信仰や資本主義の暴走、民主主義

の虚構性などへの洞察を深め、きたるべきデータ信仰と科学至上主義を制御する仕組みを作

らなければならない。 
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